
▪当店では子供をつれて勤務しているスタッフもいますのでご理解ください。

　　　【施設利用につきまして】

▪基本、2時間の滞在となります。

▪大人の方は時間に合わせたセットメニューを ご注文下さい。

▪1歳以上のお子さまは、何か一品ご注文ください。

　　　【お子さまの遊び場・遊具につきまして】

▪他のお客様のご迷惑となる行為につきましては、利用をお断りする場合が ございます。

▪遊具使用時の怪我や事故に関しましては、当店では責任を負いかねます。

▪お子さまは保護者の方が見ていてください。

▪遊び場内での飲食物持込みは ご遠慮願います。

▪遊び終わられたら、遊具の整理整頓をお願いいたします。

　　　【持込みにつきまして】

▪アレルギーが気になるお子さまの食事や、離乳食は持込み可能です。

　それ以外の飲食物の店内への持込みはご遠慮ください。

Caution　　注意事項



価格は全て税込価格になります

Coalesce art　　コーアレス アート

季節に合わせて変わる フォトブース　　　  お子さま お一人　￥1,100

（ランチセット　ご注文で　お子さま お一人　￥880）

※　フォトブースは、みなさまがご利用になりますので飲食物の持ち込みはご遠慮ください

オープンブース ハロウィン

クリスマス 春・桜

一周年記念ブース



※ランチメニュー1品とドリンクをご注文ください。

「おとなさまランチ」 「たっぷりお野菜と唐揚げのプレート」

・オムライス・ハンバーグ・パスタ・エビフライ ・甘辛醤油を和えた唐揚げと旬の揚げ野菜

・アメリカンドッグ・サラダが入って 　サラダなどが入ったお得なプレート

　いろいろ楽しめるランチ

￥1,350 + ドリンク金額 ￥1,300 + ドリンク金額

価格は全て税込価格になります

Lunch set menu　　ランチ セット メニュー



※ランチメニュー1品とドリンクをご注文ください。 パスタは季節により変わります。

野菜ポークカレー　+　サラダ 「きまぐれパスタ」　+　サラダ

・たくさんの玉ねぎと一緒に煮込んだカレー 明太子クルームパスタ

　素揚げ野菜と豚バラ肉をトッピング ・オリジナルソースに明太子を絡め

　アクセントにアスパラの入ったパスタ

￥1,250 + ドリンク金額 ￥1,200 + ドリンク金額

価格は全て税込価格になります



ランチ1部のお食事提供は11時前後になります。

11時までの間、下記のドリンクを一杯サービスで提供させていただきます。

・100% オレンジジュース

・100% アップルジュース

・カルピス

・ウーロン茶　（ ホット ・ アイス ）

・紅茶　（ ホット ・ アイス ）

・コーヒー　（ アイス ）

価格は全て税込価格になります

part of lunch Special drinks　　ランチ1部 特別ドリンク

ランチ1部は

ドリンク一杯サービスが

あって お得だね！



「ミニデザート」

ぽてす（ポテトアイス） ブラウニーと季節の果物

・温かいさつまいもと ・チョコ or 抹茶

　バニラアイスのデザート ※フルーツは季節

　バナナ入り 　仕入れによって変わります

… ￥350 … ￥350

価格は全て税込価格になります

ランチの後には

おいしいデザートだね



Coffee

・コーヒー（ ホット ・ アイス ） … ￥500

・カフェラテ（ ホット ・ アイス ） … ￥550

・ミルクコーヒー（ ホット ・ アイス ） … ￥550
　　カフェラテ・ミルクコーヒーは、きめ細かな泡が楽しめます

Tea

・アッサム（ ホット ） … ￥550
　　コクのある強い味わいと芳醇な香りが特徴

・アールグレイ（ アイス ） … ￥500
　　柑橘系でフルーティーなスッキリしたフレーバーティー

・柚子ティー（ ホット ・ アイス ） … ￥600

・抹茶ミルク（ ホット ・ アイス ） … ￥600
　　人気の甘めの抹茶ドリンクが定番商品に！

Soft drinks

・100% オレンジジュース … ￥400

・100% アップルジュース … ￥400

・カルピス … ￥400

・ウーロン茶（ ホット ・ アイス ） … ￥400

価格は全て税込価格になります

Drink menu　　ドリンク メニュー



Caffeineless　（カフェインレス）
　カフェインレスとは思えない！　本格的なコーヒー

・レス コーヒー（ ホット ・ アイス ） … ￥600

・レス カフェラテ（ ホット ・ アイス ） … ￥660

・レス ミルクコーヒー（ ホット ・ アイス ） … ￥660
　　カフェラテ・ミルクコーヒーは、きめ細かな泡が楽しめます

・ルイボスティー（ ホット ・ アイス ） … ￥660
　　ノンカフェインで　ミネラル豊富で美容茶としても人気

Flavor drinks　　果肉入りドリンク

・カシス　ベース

　　オレンジ　or　ミルク　or　ソーダ … ￥550

・ピーチ　ベース

　　オレンジ　or　カルピス　or　ソーダ … ￥550

・柚子　ベース

　　カルピス　or　ソーダ … ￥550

価格は全て税込価格になります



Food

・お子さまカレー　　　　 … ￥500

※　卵・乳・小麦・そば、落花生・大豆・香辛料・着色料・化学調味料　未使用

　　（カレーライス・ポテト・煮野菜・ゼリー）

・お子さまカレー（ 大 ）　　　　 … ￥620

※　卵・乳・小麦・そば、落花生・大豆・香辛料・着色料・化学調味料　未使用

　　（カレーライス・ポテト・ゼリー）

・ミニうどん（うどん半玉、かまぼこ、わかめ 乗せ） … ￥250

・うどん（うどん1玉、かまぼこ、わかめ 乗せ） … ￥380

・ちびおにぎり（3こ入り　白米、おかか、のりたま） … ￥250

・パンケーキ（チョコソースかけ、生クリーム付き） … ￥400

・ポテト（細長いポテト） … ￥380

・ナゲット＆ポテト（ナゲット3個、細長いポテト） … ￥380

・ナゲット（ナゲット5個） … ￥380

・お子さま アイス　（バニラ） … ￥250

・カット バナナ … ￥130

Drink

・100％ ジュース　（オレンジ or アップル） … ￥130

・カルピス … ￥130

価格は全て税込価格になります

Child menu　　お子さま メニュー



Baby Food

・離乳食　（7ヵ月・９か月） … ￥250

・ippe 離乳食　　（6ヵ月ごろ～）別紙説明あり … ￥600

・パックジュース（野菜リンゴ・野菜ぶどう・麦茶）… 各￥200

詳細はこちらから　⇓

うまみのある和食だしと国産野菜、国産米を使用 Instagram

砂糖や食塩を使用していない無添加離乳食　💕

▷原材料は安心安全の国内産

▷栄養管理士さん監修レシピ

▷7大アレルギー品目不使用

①【カボチャと豆乳のポタージュ】

　　　カボチャ・豆乳　→幸せを作るスープ 　　　　6ヶ月頃から食べ続けられます。

②【トマトと豆乳のポタージュ】

　　トマト・にんじん・豆乳　→元気を作るスープ shop

③【ささみと野菜のおかゆ】

　　ささみ・完熟ピーマン・小松菜　→胃腸の働きを良くして免疫力アップ

④【豆腐とひじきのおかゆ】

　　豆腐・ひじき・小松菜　→カルシウムたっぷり！骨太を作る

⑤【しらすと野菜のおかゆ】

　　しらす・にんじん・小松菜　→お肌や粘膜の保護

価格は全て税込価格になります特別価格　￥702　→　￥600



【カフェタイム】　15：00 ～ 16：50

・大人（中学生以上）税込550円 ・4歳から小学生まで  税込330円

・3歳以下 無料 ※事前会計となります。

・フリードリンク制

・100% オレンジジュース ・ウーロン茶　（ ホット ・ アイス ）

・100% アップルジュース ・紅茶　（ ホット ・ アイス ）

・カルピス ・コーヒー　（ アイス ）

・食事の提供なし　・食べ物持ち込み自由　・お席4テーブルまで

・コーアレスアートご利用時セット料金は適用されません

『注意事項』

※飲食は決められた座席のみでお願いします。

※ドリンクのお持ち帰りはできません。

※持ち込みの食べ物が残った場合は入れ物ごとお持ち帰りください。

※大きなゴミはお持ち帰りください。

※予約がない場合は15:00で閉店となります。 価格は全て税込価格になります

Cafe time　　カフェタイム


