Sampo Café
日常のストレスを忘れられるひと時に！

＊いつものカフェで素敵な時間をお過ごしください。

★
●

選べるホット珈琲 ★

プレミアムブレンド
風味
苦味
甘み
酸味

●

北越谷ブレンド

480円

風味
苦味
甘み
酸味

●

480円

(528円税込)

★高品質な豆を厳選し、味わいのバランスが良いブレンドです。
老若男女、幅広く様々な方に召し上がって頂けるように配合しま
した。

(528円税込)

★ブラジル・コロンビア・グァテマラの豆をブレンドした、ほど
良い苦みとコクが感じられる珈琲です。

エチオピア イルガチョフチェレレクトG2
風味
苦味
甘み
酸味

480円

(528円税込)

★ストロベリーやメロンやレモン、または花を思わせるフルー
ティーな香り。やや酸味があり澄んだ味でコクがあります。甘さ
も魅力的な珈琲です。

週替わり珈琲①
●

グァテマラ

マリアージュ
風味
苦味
甘み
酸味

●

カフェインレス

（メキシコ）

風味
苦味
甘み
酸味

●

Sampoスペシャルブレンド
風味
苦味
甘み
酸味

●

パナマ

480円

(528円税込)

680円

(748円税込)

★コロンビアで収穫された珈琲豆の中から選び抜かれたわずか
３％にも満たない豆が、「エメラルド」に値します。まさに最高
級品。芳醇な甘い香りは最大の特徴

680円

(748円税込)

980円

(1078円税込)

★コロンビアエメラルドマウンテンをベースとして、香りづけに
イルガチョフを使用した、ブレンドとしては贅沢な、そして味わ
い豊かな珈琲に仕上がっています。

エスメラルダゲイシャ
風味
苦味
甘み
酸味

(528円税込)

★カフェインを取り除くために薬品を使わず、メキシコ最高峰の
山脈からの天然水を使用したマウンテンウォータープロセスを採
用。甘さを感じやすいマイルドな珈琲。

コロンビアエメラルドマウンテン
風味
苦味
甘み
酸味

●

480円

★上品なシルクのなめらかさ、上質なミルクチョコレートの質
感、フローラルな後味を持つ高級感のある芳醇な珈琲で、至福の
ひとときをお過ごしください。

★ラエスメラルダ農園が位置するエリアは、豊かな降雨に恵ま
れ、天然林が大切に保護されています。素晴らしい環境のもと農
薬を使わず完熟実だけを手摘みして「世界最高の珈琲」を生み出
しました

蒸気の圧力を利用した伝統的な

ペーパーを使用しないため、コーヒーの

抽出方法。サイフォンにペーパー

油分まで余すことなく抽出できます。

フィルターを使用してマイルドな

コーヒーの本来の美味しさを

味に仕上がっています。

お楽しみいただけます。

Syphon

French Press

★ちょっと贅沢なアイス珈琲★
●

挽きたてハンドドリップアイス珈琲
風味
苦味
甘み
酸味

520円

(572円税込)

オリジナルアイスブレンド珈琲を炒りたて、挽きたてでハンドド
リップにするとそれは香り豊かな贅沢なアイス珈琲になります。

Rice Plate

Cheese Curry

トマトチーズカレー

コクのある本格ビーフカレーに
トマトの旨味とチーズの旨味を
加えた贅沢なカレーです。
（ミニサラダ付き）

980円

(1078円税込)

バターのきいた濃厚なデミグラス
ソースが鉄板焼きハンバーグとラ
イスによく合います。
目玉焼きとポテトサラダを添えて
元気の出る料理です。

980円

(1078円税込)

Locomoco

ロコモコ

Beaf Curry

ビーフカレー
コクと深みのあるパンチのきい
た本格ビーフカレーです。
炒めたオニオンの風味と相性
が抜群です。
（ミニサラダ付き）

890円 (979円税込)

数量限定MENU
Roast beef bowl

1280円

ローストビーフ丼

ご飯の上にサラダ、その上に脂の
のったやわらかいローストビーフを
トッピング
ローストビーフに良く合う特製ソース
が決め手！
更にホースラディッシュと醤油をお好
みで和えると、それはもう病みつき
になること間違いなし！
＊メニューの商品はすべてドリンクとセットで１００円引きです。

(1408円税込)

Light meal
Frenchdog

焼皮を薄くパリッと焼き上げ、中はもちもち食感のソフトフランスパン
バインミーを使用しています。

〇 プレーンドッグ

390円

(429円税込)

〇 チーズドッグ

450円

(495円税込)

〇 エッグドッグ

390円

(429円税込)

〇 ツナドッグ

450円

(495円税込)

〇 サルサドッグ

450円

(495円税込)

〇 ＢＬＴサンド

450円

(495円税込)

Pasta
人気の高いパスタソースを３種類ラインナップしました。

（サラダ付き）

〇 トマトソース

890円

(979円税込)

〇 ボロネーゼ

890円

〇 カルボナーラ

(979円税込)

890円

(979円税込)

＊メニューの商品はすべてドリンクとセットで１００円引きです。

POPOVER

popover mixplate

ポップオーバーミックスプレート
880円

(968円税込)

ポップオーバーの調理パンとデザートの
組み合わせ。サラダもつけてちょっと
おしゃれなランチをどうぞ！

popover soup &salad

ポップオーバースープ＆サラダ
880円

(968円税込)

ホイップバターを付けてポップオーバー
本来の味を楽しめます。
また、これによく合うオニオンスープと
サラダでヘルシーなお食事を!

popover mix fruits

ポップオーバーフルーツミックス
680円

(748円税込)

生クリームとマスカルポーネのクリームと
バニラアイスクリームの３重奏、さわやか
なフルーツと一緒にお召し上がりくださ

popover with applecompote

林檎のポップオーバー
680円

(748円税込)

生クリームとマスカルポーネのクリームとバニ
ラアイス、そしてリンゴ半分のコンポートを詰
め込んだ贅沢なデザート

popover with mascarpone cream

マスカルポーネとベリーの
580円

(638円税込)

ポップオーバーの中にバニラアイスとマス
カルポーネクリームを入れた甘酸っぱいベ
リーが引立てます。

popover with mascarpone cream

マスカルポーネとチョコの
580円

(638円税込)

ポップオーバーの中にバニラアイスとマス
カルポーネクリームを入れたチョコとの相
性のいい一品

＊メニューの商品はすべてドリンクとセットで１００円引きです。

Sweets
Chocoｌaｔ zuccotto

ショコラズコット
480円

(528円税込)

Fondant chocolat

フォンダンショコラ
450円

アップルパイ

シャキシャキした歯ざわりの
リンゴにシナモンを効かせた
温かいデザートです。

(495円税込)

Ice Creamsoda

クリームソーダ
380円

カカオマスとアーモンドの生地
の中にクーペルチュールを閉じ
込めた、温かいデザートです。

(495円税込)

Apple pie

450円

ベルギー産チョコを使用
もともとはイタリアフィレンツェで
誕生し、兵士のドーム型金属兜
が名前の由来だそう。

昭和の喫茶店では定番の
クリームソーダ

(418円税込)

＊メニューの商品はすべてドリンクとセットで１００円引きです。

Drink Menu
Hot Coffee
・ 挽きたて珈琲

or

￥５２０～

別表より珈琲の銘柄と淹れ方をお選びください。
ハンドドリップ

・ 本日の珈琲400円 (440円税込)

フレンチプレス

その日の珈琲銘柄はスタッフにお尋ねくださ
い。

・ カプチーノ 450円 (495円税込)

牛乳本来の甘味が感じられます。

・ カフェラテ 450円 (495円税込)

牛乳とエスプレッソを程よく混ぜた珈琲

・ カフェモカ 480円 (528円税込)

カプチーノにチョコソースをかけた甘口

・ エスプレッ 400円 (440円税込)

苦み走った濃ーい珈琲

・ アメリカーノ380円 (418円税込)

エスプレッソを使用したアメリカンタイプ

カプチーノ

カフェラテ

Hot Tea
・ ダージリンティー

・ ローズヒップティー

・ アールグレイティー

・ ミントティー

紅茶各

390円

(429円税込)

Cold Drink
・ アイス珈琲

400円 (440円税込)

当店オリジナルのブレンド

・ アイスカフェラテ

450円 (495円税込)

エスプレッソ+ milk

・ アイスカプチーノ

470円 (517円税込)

カフェラテ+ ポイップクリーム

・ アイスカフェモカ

480円 (528円税込)

カプチーノ+ チョコソース

・ アールグレイティー

400円 (440円税込)

ベルガモットの香り

・ アイスミントティー

400円 (440円税込)

数種類のミントで爽やか

・ オレンジジュース

350円 (385円税込)

果肉入り果汁100％

・ マンゴージュース

380円 (418円税込)

果汁100％（果汁ミックス）

・ パッションフルーツ

380円 (418円税込)

果汁100％甘酸っぱい味

・ グァバジュース

380円 (418円税込)

果汁100％まったりと甘い

・ パイナップルジュース 380円 (418円税込)

果肉入り果汁100％

＊ドリンクはすべて料理・スイーツとの注文で１００円引きのセットとなります。

グアバジュース

PANCAKE

Plane Pancake

プレーンパンケーキ
980円

(1078円税込)

自慢のパンケーキをホイップバターとメープルシ
ロップで味わってください。
フルーツカクテルにはバニラアイスを先に浮か
べて、アイスの溶け始めをお楽しみください。

Berry pancake

ベリーパンケーキ
980円

(1078円税込)

ぷるぷるのパンケーキに生クリームとバニラアイス
ホイップクリーム、そこに甘酸っぱいベリーソースを
トッピングしたバランスの良い美味しさです。

Mascarpone cream

チョコバナナパンケーキ
980円

(1078円税込)

サンポ珈琲の看板商品
自慢のパンケーキにマスカルポーネクリームとバ
ニラアイスをトッピングして、定番のチョコとバナ
ナ、それはもう病みつきの味に仕上がっていま
す.

Capricious Pancake

季節のパンケーキ
1280円

(1408円税込)

季節のフルーツを使ったお楽しみパンケーキです。
数量に限りがあるので、なくなり次第終了となりま
す。
スタッフにお尋ねください。

＊パンケーキの提供時間は11：00～18：00までとさせていただいております。
＊メニューの商品はすべてドリンクとセットで１００円引きです。

