近江牛

おすすめ
生地にこだわったチカカフェのオリジナルパンケーキ☆
それぞれ彩りも味わいも異なるスペシャルなデザートです。

￥900
抹茶 & バナナ

Powderedgreentea & banana

￥900
￥900

近江牛A4ランクと近江米を使用した、贅沢ステーキ重です。
そのまま食べても良し、オニオンペッパーソースをかけても良し。
どうぞごゆっくりお楽しみください。

近江牛ステーキ重
スペシャリティーレストランを
運営するシダックスグループが
プロデュースする「チカカフェ」は、
くつろぎの時間を提供する
プレミアムカフェです。
「チカカフェ」でしか
味わうことのできないオリジナルメニュー
となっており、ニューヨークや東京で
注目されているトレンドメニューを
気軽に味わうことができます。
おひとりで、またご家族やご友人と、
落ち着いた店内で美味しくて
心地よい時間をお過ごしください。

味噌汁･小鉢付き ※ご飯大盛り＋100円

1,200円

近江牛
ハンバーグ

（スープ付き）
※ご飯大盛り＋100円

1,200円

口の中でふわっとトロける
柔らかなハンバーグを
お召し上がりください。
パンケーキをご注文の方
セットドリンク+￥300でご用意致します。

近江牛カレー

（サラダ付き）
※温玉 ＋50円

Eggs Benedict
エッグベネディクト
Eggs Benedict

¥700

1,200円

近江牛のミンチと
角切りのお肉が入っ
た絶品カレーを
是非ご堪能下さい。

近江牛
コロッケ

１個400円

近江牛のミンチを
ふんだんに入れた
コク極まるコロッケを
どうぞ

イングリッシュ・マフィンの半分にハム・ポーチドエッ
グ、オランデーズソースを乗せて作る料理であり、主に
海外の朝食として親しまれ、現在では日本でも人気と
なっております。
当店のエッグベネディクトはカフェ風
にアレンジしご用意致しました。

Coffee & Tea

Non-alcoholic

Coffee
ブレンド（お替わり自由）

¥400

ウーロン茶

カフェオーレ

¥400

アメリカンコーヒー
アイスコーヒー

Soft drink

Dessert

¥400

￥750

コーラ

¥400

￥900

¥400

オレンジジュース

¥400

¥400

アップルジュース

¥400

アイスオーレ

¥400

グレープフルーツジュース

¥400

カプチーノ

¥400

ジンジャーエール

¥400

キャラメルマキアート

¥400

カルピスウォーター

¥400

メロンソーダ

¥400

クリームソーダ

¥450

オレンジフロート

¥450

コーヒーフロート

¥450

コーラフロート

¥450

ティフロート

¥450

ココア
Cocoa

¥400

Blend

Café au lait

American coffee

Iced coffee

Iced Café au lait

Cappuccino

Caramel macchiat

Oolong tea

Cola

Orange juice

Apple juice

Grapefruit juice

Ginger ale

Calpis Water

Melon Soda

cream soda

Orange float

Coffee float

Cola float

Tea float

Tea

紅茶（レモン/ミルク/ストレート）

¥400

アイスティー（レモン/ミルク/ストレート）

¥400

レモングラスリーフカット
ほうじ茶

Tea(lemon/milk/straight)

Ice tea (lemon/milk/straight)

Lemongrass leaf cut

roasted green tea

はちみつゆずレモン

Powderedgreentea & banana

￥900
キャラメルナッツ & バナナ
Caramel nuts & banana

¥400

￥750

¥400

抹茶パフェ

￥750

チョコレートパフェ

￥750

ストロベリーパフェ

￥750

Others
フレンチトースト

￥700

Caramelized Banana parfait

Powderedgreentea parfait

Strawberry parfait

ドリンクチケット

コーヒーが1杯分無料になるお得なチケットです
チケットは6枚つづりでコーヒー5杯分のお値段!
1セット6枚つづり

¥2,000

※対象ドリンクは¥400以内の商品です。

￥900

当店はメニューの一部に地元守山の野菜を使用しております

Chocolate parfait

1回
お得

￥900

Parfait
バナナキャラメリゼパフェ

¥400

Honey Yuzu lemon

抹茶 & バナナ

Non-alcoholic Beer
キリン零ICHI（ゼロイチ）
¥450
KIRIN ZEROICHI

French toast

デザートをご注文の方
セットドリンク+￥300でご用意致します。

Dessert

Lunch

Lunch

Cake

Bowl of rice
￥950

抹茶ケーキ

￥500

デミチーズハンバーグ

チョコレートケーキ

￥500

和風おろしハンバーグ

クリームチーズケーキ

￥500

ゴロゴロ野菜のビーフカレー

￥900

茄子とキノコのとろーりオムライス

￥950

Matcha cake

Chocolate cake

Cream cheese cake

モンブランケーキ
Mont blanc cake

￥500

レモンヨーグルトタルト

￥500

Lemon yogurt tart

Japanese stewed hamburger steak

Beef curry with vegetables

￥500

ベイクドチーズケーキ
Baked cheese cake

Demi cheese hamburger

（ライス大盛り +¥50）

￥950

（ライス大盛り +¥50）
（ライス大盛り +¥50）

Eggplant and mushroom omelet rice

プリプリ海老の塩焼きそば

￥850

Fried prawn salt fried noodles

Aust
産

カットステーキ

￥1,000

Cut steak
tart 15:00〜18:00にケーキをご注文いただくとバニラアイス付

上記時間外は＋¥100でバニラアイス付となります。

＜みそ汁付＞

カラアゲ油淋鶏
Deep-fried Fried Chicken with
Sweet and Sour Sauce.

三元豚のカツプレート
Cutlet plate

・デミグラスソース
* Demiglace sauce

￥950

（ライス大盛り +¥50）

￥950

チキン南蛮ボウル（ライス大盛り +¥50）￥950
Fried chicken in Japanese sweet and peppery vegetable sauce on top of rice

豚生姜焼きボウル（ライス大盛り +¥50）￥950
Ginger-fried pork on top of rice

牛カルビボウル（ライス大盛り +¥50） ￥950
Boneless Short Rib on top of rice

（ライス大盛り +¥50）
＜ミニサラダ・バゲット付＞

あつあつ鉄板のナポリタン

￥900

とろーり卵のカルボナーラ

￥900

ほんのり梅のタラコスパ

￥900

Spaghetti Napolitana

Carbonara

Cod roe spaghetti

Ice cream & Sherbet
バニラアイス

￥400

ストロベリーアイス

￥400

ソルベレモン

￥400

クッキー＆クリームアイス

￥400

マロンアイス

￥400

抹茶アイス

￥400

チカモリダブル

￥600

Vanilla Ice Cream

Strawberry Ice

Sorbet Lemon

Pastel Marble Ice Cream

Malon ice

Matcha ice cream

Chikamori double

※上記より2種ご選択ください。

11〜15時までにランチメニューをご注文の方は1ドリンク付き
ドリンクはホットコーヒー、アイスコーヒー、紅茶、
アイスティー、ウーロン茶からお選びください
※お替りドリンクは＋￥100でご用意致します

11〜15時までにランチメニューをご注文の方は1ドリンク付き
ドリンクはホットコーヒー、アイスコーヒー、紅茶、
アイスティー、ウーロン茶からお選びください
※お替りドリンクは＋￥100でご用意致します

Option（上記お料理ご注文の方限定）

Option（上記お料理ご注文の方限定）

・追加ライス￥150・追加ライス
（大盛り）
￥200・ミニスープ￥150
オリジナルプリン￥100・温卵¥50・ミニサラダ￥150
当店のお米は近江米を使用しております
当店はメニューの一部に地元守山の野菜を使用しております

・追加ライス￥150・追加ライス
（大盛り）
￥200・ミニスープ￥150
オリジナルプリン￥100・温卵¥50・ミニサラダ￥150
当店のお米は近江米を使用しております
当店はメニューの一部に地元守山の野菜を使用しております

Alcohol

Alcohol

神秘のカシスソーダ

¥500

生ビール＜グラス＞

¥500

神秘のジンリッキー

¥500

生ビール＜ジョッキ＞

¥600

神秘のレモンハイ

¥500

シャンディガフ

¥500

梅酒（ロック・ソーダ割）

¥500

ハイボール/ゆずハイボール

¥500

Mysterious cassis soda
Mysterious Jin Ricky

Mysterious lemon high
Plum liquor

焼酎＜芋/麦＞（ロック・水・お湯割）
Shochu(potato/wheat)

各¥500

¥500

大関 日本酒（熱燗・冷・ぬる燗）
Rice wine

ハウスワイン＜グラス＞（赤/白）
House wine (bottle)

各¥500

Draft beer (glass)

Draft beer (beer mug)
Shandy Gaff

Highball / Yuzu High Ball

ウーロンハイ / レモンハイ

各¥500

カルピスハイ

各¥500

Oolong high/Lemon high
Calpis high

¥500

グレープフルーツハイ
Grapefruit hai

カシス（ オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン・ソーダ） 各¥500
Cassis orange/Cassis Grapefruit / Cassis oolong/Cassis soda

ファジーネーブル / レゲエパンチ

各¥500

モスコミュール/ブルドック

各¥500

Fuzzy navel/Reggae Punch

World Beer

Moscomule / bulldog

ジンリッキー / ジンバック
Jin Ricky / Gin Buck

（外国ビールは瓶の提供となります）

コロナ（メキシコ産）
Corona

¥600

世界で最も飲まれているリゾートビール。
酸味としょっぱい爽やかな味がクセになります。

ギネス（アイルランド産）
Guinness

¥600

ギネスの全てが凝縮されており、1821年から「エクストラ・スペリア・
ポータ」として売られていた初期の頃のギネスを彷彿させる味わい。

ハイネケン（オランダ産）
Heineken

¥600

飲み口はカラメルモルトの味わいで、風味は甘いが味は辛口で舌先がピリリと痺れて、
喉から胃にかけてカーッと熱くなる。甘さの足りないアンバーのような味わい。

バドワイザー（アメリカ産）
Budweiser

¥600

※写真はイメージです

¥500

Sandwich

A la cart

¥850

BLTサンド
BLT Sandwich

カリッとポテトフライ
Fried Potato

¥850

たまごサンド
Egg Sandwich

Pork cutlet Sandwich

￥550

お替りケチャップ ¥30

枝豆

￥500

唐揚げ

￥550

ビアソーセージ

￥600

ホクホクじゃがバター

￥600

Green Soybeans

¥850

かつサンド

300g

Fried Chicken

Beer Sausage

Potato butter

近江牛コロッケ
Omi beef croquette

1個

￥500

梅肉キュウリ

￥400

Cucumber with plum

タイムサービス

morning

10:00〜11:00
ドリンクご注文で
トースト&ゆで卵を無料サービス!

￥400

ごぼうの唐揚げ
Deep fried burdock

Service

lunch

11:00〜15:00
メ！
オスス

黄金手羽先

Golden Chicken Wings

3本

￥450

※１本で¥150で追加可能です。
粗挽き胡椒でアクセントをつけ、ブレンド香辛料のスパイス感と
醤油の香ばしさが後引く美味しさです。
ボリューム感はもちろん、非常に食べ応えのある一品です。

Salad

ランチメニューご注文の方ドリンク付

afternoon
15:00〜18:00

上記時間内にケーキをご注文のお客様はアイス付
※時間外のお客様は＋100でご用意できます。

サラダのドレッシングは

★「和風」か「シーザー」をお選びください
要予約

コロコロ唐揚げのコブサラダ
Deep-fried Cobb salad

バースデートッピングプラン

¥900

前日までにご予約いただくと

★ やわらかタマゴのフレッシュサラダ ¥900

バースデープレート ¥600
ホールケーキ（5号）¥1,500

Fresh salad of the soft egg

★ 海老アボカドのチカカフェサラダ ¥900
Chika cafe salad of prawns and the avocado

貸 切
３0名様〜貸切でご宴会・パーティー承ります。
上記お料理をご注文の方
セットドリンク+￥300でご用意致します。

当店はメニューの一部に地元守山の野菜を使用しております

当店はメニューの一部に地元守山の野菜を使用しております

２時間飲み放題&バイキング（食事5品〜） ¥3,000〜
（お一人様予算・営業時間などご相談ください）

※写真はイメージです。

chika cafe TEL. 077-514-1244

