
おすすめメニュー　Recommended Menu

※写真はイメージです。　※表示金額は税込金額となります。　※仕入状況により内容が異なる場合がございます。　※一部のメニューにアレルギーの原因
となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。
※Image is for illustration purposes.　※The displayed price is the payment amount and includes the Consumption Tax.　※Food may differ 
depending on inventory.　※Some menu items are made with ingredients that cause allergies. Please inquire with the staff if you have allergies.

このはな
クリームソーダ
Konohana Cream Soda

 ￥660
バニラアイスに相性抜群の甘酸っ
ぱい苺、レモンシロップ。桜シロッ
プが香る優しい味わい。

ココア

いちご

飲み頃見計ラッテ
Cocoa Latte／Strawberry Latte

 各￥550
静岡の丹那牛乳に「味つき氷」を入れ
た氷が溶けるたびに変わる味わいを楽
しめるラテ。

スタッフ
おすすめ

木の花カフェメニュー

ナポリタン　
Neapolitan ￥880
（ミニサラダ・御殿たまごの温玉付き）

富士宮やきそば　
Fujinomiya Fried Noodles ￥880
（ミニサラダ・御殿たまごの温玉付き）

汁なし坦々うどん
Tantanudon Without Soup ￥880
サウナやお風呂でたっぷり汗をかいた後にぴったりなスパ
イシーでピリ辛なメニュー。一度食べたら癖になる味わい。

富士山
クリームソーダ
Mount Fuji Cream Soda

 ￥660
白い雪に見立てたバニラアイスにホイップ
クリーム、富士山サイダーにバタフライピー
の花のゼリーを入れて富士山の青を表現。

人気メニュー

ご当地
メニュー

包みピザ　
Fried pizza
トマト&ソーセージ
Tomatoes & Sausage 

￥480



お食事　Meal

さくらごはんお食事ボックス
（さくらごはん＋おかず）

Sakura Rice Box
（Sakura Rice+Side Dishes）

下記メニューよりおかずを一品お選びください
Please choose one side dish from the menu below

静岡県の知る人ぞ知るローカルフード「さくらごはん」。
お醤油とお酒で味付けしたシンプルで素朴な味わいの炊き込みごはんを

木の花カフェ風にアレンジ。おかずとセットにしたランチボックスをご用意ました。

牛カルビ ￥950

もち豚しょうが焼き ￥950

炭火若鶏きじ焼 ￥950

長泉あしたかつ（ナゲット 2個付き） ￥880

みしまコロッケ（ナゲット 2個付き） ￥880

Short Ribs

Ginger Fried Pork

Charcoal-Fired Chicken

Ground Meat Cutlet（With 2 Nuggets）

Potato Croquettes（With 2 Nuggets）

ソフトドリンク　Soft Drink

※写真はイメージです。　※表示金額は税込金額となります。　※お米は国内産を使用しています。　※仕入状況により内容が異
なる場合がございます。　※一部のメニューにアレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係に
おたずねください。
※Image is for illustration purposes.　※The displayed price is the payment amount and includes the Consumption Tax.　
※This cafe serves Japan domestic rice.　※Food may differ depending on inventory.　※Some menu items are made 
with ingredients that cause allergies. Please inquire with the staff if you have allergies.

プレミアムアルコールフリー ￥460

のんある晩酌レモンサワー ￥460
Premium Alcohol Free

Non-Alcoholic Lemon Sour

コーヒー（ホット／アイス） ￥280

丹那牛乳のアイスカフェラテ ￥400

ファミポ（ファイブミニ +ポカリスエット） ￥550

オロポ（オロナミンC + ポカリスエット） ￥550

Coffee（Hot ／ Ice）

Ice Cafe Latte

Famipo

Oropo

ノンアルコール　Non-Alcohol

陽だまりみかん ￥550

陽だまり梅 ￥550

ニューサマーオレンジ ￥550

丹那盆地の飲むヨーグルト ￥280

Mandarin Orange Juice

Japanese Apricot Juice

New Summer Orange Juice

Yogurt Juice

富士山を思わせる大きなラムネ（410ml）。
長い年月をかけて磨き抜かれた富士山麓の萬年
水を使用。どこか懐かしい味わい。

富士山ラムネ 
Ramube Soda ￥500

ご当地ソフトドリンク　Local Soft Drinkご当地

木の花カフェメニュー

スナック　Snack
バリ勝男くん（チーズ／ゆず／節のたね） ￥220～¥250

丹那牛乳バーム ￥280
Katsuobushi Chips (Cheese ／ Yuzu ／ Chips Peanuts And Rice Crackers)

Baumkuchen

揚げ物　Fried Food

　　  長泉あしたかつ ￥280

チキンナゲット（6個入り） ￥350

ポテトフライ ￥350

　　  Ground Meat Cutlet

Chicken Nuggets

French Fries

ご当地

みしまコロッケ
Potato Croquettes   ￥280

三島馬鈴薯（メークイン）で作ったコロッケ。
衣はサクサク、中はしっとりまろやかクリーミー。

ご当地

※ショーケースに商品がない場合は、揚げたてをご用意いたします。

アルコール　Alcohol

生ビール（プレミアムモルツ香るエール） ￥660

サントリー角ハイボール ￥550

ジムビームハイボール ¥550

Draft Beer The Premium Malt’ s

Suntory Kaku High Ball

Jim Beam High Ball

ライジングサンペールエール ￥850

ウイートキングウイット ￥850

わびさびジャパンペールエール ￥850

静岡クラフトチューハイ三ケ日みかん ￥600

静岡クラフトチューハイピンクグレープフルーツ ￥600

静岡クラフトチューハイスルガエレガント ￥600

Rising Sun Pale Ale

Wheat King Wit

Wabi Sabi Japan Pale Ale

Mandarin Orange Cocktails

Ruby Grapefruit Cocktails

Surugaeleganto Cocktails

自然発酵による炭酸ガスが豊かな泡立ちをつく
り、ホップの苦味と麦芽のほのかな甘みとのバ
ランスがとれた芳香な味わいのビール。

木の花ビール
Konohana Beer ￥900

ご当地アルコールドリンク　Local Alcoholご当地

ご当地

ソフトクリーム　Soft Serve Ice Cream
バニラ／チョコレート ／ミックス 各￥450
Vanilla ／ Chocolate ／ Vanilla & Chocolate

アフォガード ￥500
Affogato

富士山ソフト
Mt. Fuji soft serve   ￥480

お好きなフレーバーに御殿場産のお茶の粉末を
かけたソフトクリーム。
Soft Serve Ice Cream With Gotemba Green Tea 
Powder

ご当地



※写真はイメージです。　※表示金額は税込金額となります。　※仕入状況により内容が異なる場合がございます。　※一部のメニューにアレルギーの原因と
なる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。
※Image is for illustration purposes.　※The displayed price is the payment amount and includes the Consumption Tax.　※Food may differ 
depending on inventory.　※Some menu items are made with ingredients that cause allergies. Please inquire with the staff if you have allergies.

木の花カフェメニュー

四川麻婆豆腐セット
Sichuan Mapo Tofu Set

（ナゲット2個付き）　　　  ￥880

ホットカレーオイルで
更にスパイシーに‼

お好みで山椒をかけて
お召し上がりください

スパイシーな味わいの 2品が登場！
サウナでたっぷり汗を流した後にもおすすめです！！

キーマカレー
Keema curry ￥880
（ミニサラダ・御殿たまごの温玉付き）

おすすめ
ランチメニュー

ランチメニュー　Lunch Menu　/　11：00～15：00


