親子カフェ

共に過ごそう。
泣いてもいい、こぼしちゃってもいい、心配しないでも大丈夫。
スタッフも周りの方々もみんな通ってきた道。いつでも共にいます。

中学生以上はワンオーダー以上のご注文をお願い致します

LUNCH

OPEN 11:00

L.O.13:30

kp.cotton

ご利用の皆様へ
中学生以上はワンオーダー以上のご注文をお願い致します
個別会計をご希望の場合は、ご注文時にお申し付けください
※cottonお帰りの際に受付レジにてご提示頂く
「カフェご利用の証明書」をお渡しします

過ごし方
① お子さま用の下記の飲食物に関してはお持ち込みOKです
・アレルギー対応食・離乳食
・水分補給(お茶など)・補助食としてのおやつ(ボーロなど)
※メニューの食物アレルギーに関してはスタッフにお尋ねください
② カフェのご利用を終える際にスタッフにお声かけください
③ おむつ替えはカフェの外の所定の場所でお願い致します

メニューのお写真はこちらから

価格は税込み表記です

レギュラーメニュー

選べるおかずの定食 ～

1,250円

自家製塩こうじ ～

お好きな自家製塩麴のおかずをひとつお選びください
※管理栄養士・キッズ食育トレーナーの藤原真希さんによるレシピの一部監修により、
おかずと小鉢はお子様と取り分けもできる味付け（少し薄味）にしています。 comaki1472

お肉料理

～チキン～

お魚料理

豆腐ハンバーグ

～サーモン～

～鶏ひき肉入り～

+ 温野菜・新鮮サラダ・手作り小鉢2種類・ごはん・お味噌汁
セットメニュー
Drink Set - 大人ドリンクセット よりお選びください
＋220円

Drink Set - キッズドリンクセット - ※氷無し
リンゴ ・オレンジ・グレープ・ミルク・カルピス
＋110円

Dessert Set - デザートセット プチジェラート＆グラニテ（氷菓）
＋280円

Coffee
ドリップにお時間を頂きます

・祝島ブレンド
hot / ice

カフェインレス

・祝島カフェインレス
hot / ice

100円
お得

Tea
・アールグレイ hot
・アイスティー ice
レモンorミルクorストレート

・カフェインレス
アールグレイ hot

Drink ＆ Dessert Set
- 大人ドリンク＆デザートセット –
＋400円

Japanese Tea
煎茶堂東京オリジナル茶葉使用

・煎茶 hot / ice
まろやかな味わいとすっきりとした清涼感

senchado_tokyo

Soft drink

レモンorミルクorストレート

・びわ茶 hot (ポット提供)

・ゆずみつ
hot / ice / soda

価格は税込み表記です

レギュラーメニュー
990円

かつどん
サクサクやわらか、食べ応え抜群の本格派

+

新鮮サラダ・お味噌汁

1,030円

季節の揚げ野菜カレー
カレーポットでルーを注ぐイギリス風スタイルで

+

半熟たまご・新鮮サラダ

1,050円

自家製ラグーのクリームパスタ
元イタリアンシェフ特製ソースの人気パスタメニュー

+

おすすめ
まるパン追加
＋110円

新鮮サラダ

masupan.panya

セットメニュー
Drink Set - 大人ドリンクセット よりお選びください
＋220円

Drink Set - キッズドリンクセット - ※氷無し
リンゴ ・オレンジ・グレープ・ミルク・カルピス
＋110円

Dessert Set - デザートセット プチジェラート＆グラニテ（氷菓）
＋280円

Coffee
ドリップにお時間を頂きます

・祝島ブレンド
hot / ice

カフェインレス

・祝島カフェインレス
hot / ice

100円
お得

Tea
・アールグレイ hot
・アイスティー ice
レモンorミルクorストレート

・カフェインレス
アールグレイ hot

Drink ＆ Dessert Set
- 大人ドリンク＆デザートセット –
＋400円

Japanese Tea
煎茶堂東京オリジナル茶葉使用

・煎茶 hot / ice
まろやかな味わいとすっきりとした清涼感

senchado_tokyo

Soft drink

レモンorミルクorストレート

・びわ茶 hot (ポット提供)

・ゆずみつ
hot / ice / soda

価格は税込み表記です

冬の季節限定メニュー
OUDON

990円

- 和食×イタリアンのおうどん -

塩こうじチキンのクリームスープおうどん

+

うどんの麺
大盛り
＋110円

新鮮サラダ

Cocotte ハンバーグ膳

1,320円

２種類のおかずが楽しめるボリュームのあるメニュー

ビーフハンバーグ
～ホワイトソース～

手作り小鉢盛り合わせ

+

豆乳入りでヘルシーな
特製ホワイトソース

塩こうじ
とポン酢の
チキン

小鉢
+ 2種類

+ 新鮮サラダ・ごはん・お味噌汁
セットメニュー

Drink Set - 大人ドリンクセット よりお選びください
＋220円

Drink Set - キッズドリンクセット - ※氷無し
リンゴ ・オレンジ・グレープ・ミルク・カルピス
＋110円

Dessert Set - デザートセット プチジェラート＆グラニテ（氷菓）
＋280円

Coffee
ドリップにお時間を頂きます

・祝島ブレンド
hot / ice

カフェインレス

・祝島カフェインレス
hot / ice

100円
お得

Tea
・アールグレイ hot
・アイスティー ice
レモンorミルクorストレート

・カフェインレス
アールグレイ hot

Drink ＆ Dessert Set
- 大人ドリンク＆デザートセット –
＋400円

Japanese Tea
煎茶堂東京オリジナル茶葉使用

・煎茶 hot / ice
まろやかな味わいとすっきりとした清涼感

senchado_tokyo

Soft drink

レモンorミルクorストレート

・びわ茶 hot (ポット提供)

・ゆずみつ
hot / ice / soda

価格は税込み表記です

※ 小学生以下の方のみご注文可能です。

680円

-- ハーフランチ – For Kids
① お好きな自家製塩麴のおかずをひとつお選びください

お肉料理

お魚料理

～チキン～

+

～サーモン～

豆腐ハンバーグ

～鶏ひき肉入り～

フライドポテト（うす塩）、温野菜
一口サイズの副菜2種類、自家製スープ

② ごはんかパンをお選びください

ごはん

わかめふりかけ

まるパン
プレーン

【生産者紹介】
店主の桝さんが焼き上げる
保存料・防腐剤を使用しない
無添加生地にこだわった
北海道小麦100％のパン
masupan.panya

③ キッズドリンクをお選びください

※氷は入っていません

リンゴ ・オレンジ・グレープ・ミルク・カルピス

単品メニュー For Kids
・ごはん(わかめふりかけ付き) 140円 ・まるパン（ますぱん）110円
・ミニうどん 210円 ・フライドポテト（うす塩、シェアサイズ）290円

価格は税込み表記です

※ 小学生以下の方のみご注文可能です。

600円

-- キッズパスタ – For Kids

自家製ミートソース
のパスタセット
ミートソースパスタ

キッズドリンクをお選びください

+

+ フライドポテト（うす塩）
自家製スープ

※氷は入っていません

リンゴ ・オレンジ・グレープ・ミルク・カルピス

単品メニュー For Kids
・ごはん(わかめふりかけ付き) 140円 ・まるパン（ますぱん）110円
・ミニうどん 210円 ・フライドポテト（うす塩、シェアサイズ）290円

