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❶ 和食セット

＜和食セットに+￥200で緑茶を追加できます＞

¥550

WASHOKU set

<Add green tea to the Japanese set for 200 yen.>

（白ご飯、味噌汁、小鉢）

(Rice, miso soup, small dish）

❷ おむすびと京都西利の
　 つけもののセット

¥1,00０

Rice ball and 
Kyoto Nishiri Pickles set

おむすびは手のひらで握って丸めたご
飯です。
西利は京都で親しまれている漬物屋さ
んです。

Onigiri are rice balls formed by 
hand.
Nishiri is a famous Pickle shop in 
Kyoto.

白ご飯と、淡路島の畑で獲れた玉ね
ぎの、山椒風味のお味噌汁と、小鉢
のセット。
White  r ice ,  Japanese  pepper 
flavored miso soup with Awaji 
Island’s onion, small dish.

Grilled salmon

Bacon egg

Egg roll

Natto

Oil sardine

Pickles

Raw egg

¥400

¥450

¥350

¥350

¥750

¥500

¥200

A : 焼きシャケ

B : ベーコンエッグ

C : 玉子巻き

E : 納豆

F : オイルサーディン

G : つけもの

H : 生玉子

選べるサイドフード
Choose side Food

お米は京都米。錦市場から配達されています
Sagan's rice is deliverd directly 

from Kyoto Nishiki market.
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H 京都産・濃厚新鮮玉子は、
農家から直送されています。
Fresh eggs from Kyoto is delivered
directly from the farmers.
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❹ バタートースト

❻ ジャムトースト

❺ チーズトースト

❼ 小倉トースト

❽ マフィンセット

¥180

¥290

¥400

¥350

¥540

Toast with
Butter

Jam toast

Cheese toast

Sweet red bean 
paste toast

Muffin set

Aセット : トースト ＋ ドリンク

¥560
Toast + Drink

Bセット : トースト ＆ 玉子 ＋ ドリンク

玉子1個：¥670 / 玉子2個：¥780

玉子1個：¥890 / 玉子2個：¥1,000

1 egg : ¥670 / 2 eggs : ¥780

1 egg : ¥890 / 2 eggs : ¥1,000

Toast & egg + Drink

Cセット : トースト＆ベーコンエッグ＋ドリンク
Toast & bacon egg + Drink

くるみ / チョコチップバナナ / ほうじ茶レーズン / 
抹茶とホワイトチョコ / 塩こんぶ
Walnut / Chocolate chip banana / Hojicha raisins /
Matcha and white chocolate / Salt Kombu（Kelp）

［選べるマフィン　Choose muffins］

セットドリンクは下記からお選び下さい。
Please choose set drink from the 
following below.

❸ 自家製パンとドリンクの朝食セット
Homemade bread breakfast set

選べる玉子の焼き方
You can choose how you 

want your eggs done
Sunny side upTurn over Scramble

※通常はサニーサイドアップでご提供しています。 ※By standard, they are done sunny side up.

＜+¥50でバター、もしくは自家製アップルシナモンジャムを追加できます＞
＜Add butter, or homemade apple cinnamon jam for 50 yen.＞

ホットコーヒー
Hot coffee
アイスコーヒー
Iced coffee

りんごジュース
Apple juice

ホットミルク
Hot milk
アイスミルク
Iced milk

ホットティー
Hot black tea
アイスティー
Iced black tea

オレンジジュース
Orange juice

セットドリンク Set drink

AM 8 :00  OPEN



4

❶ おばんざい

¥1,100
Obanzai -Kyoto Side Dishes-

京都の日常のお惣菜。旬のお野菜の煮物6品と、焼き鮭、お味噌汁、
玄米ご飯のプレート
A set of 6 kinds of simmered seasonal-vegetables, grilled salmon, 
miso soup and brown rice.

❷ カレー

¥1,050
Curry

京地鶏のバターチキンカレー、季節の野菜添え。７種類のスパイスと生姜入り。
Kyoto's local chicken is used for the butter chicken curry with seasonal 
vegetables. It uses a blend of seven spices and ginger.

❺ 自家製パンのハンバーグサンド

¥1,20０

Domest ic  Japanese beef  and pork 
patties in a sandwich.

❻ 自家製パンと京都産トマトのBLTサンド

¥1,10０

BLT sandwich made of  homemade 
bread with Kyoto tomato.

❼ 自家製パンとマヨネーズのたまごサンド

¥60０

Sandwiches with mayonnaise and 
eggs with homemade bread.

❸ ハンバーグ

¥1,650
Hamburger

ハンバーグは国産牛肉と国産豚肉のミンチ肉と淡路島産の玉ねぎで。
トマトベースの和風ソース。ご飯とお味噌汁、小鉢のセット。
Our hamburger is made of domestic beef and domestic pork mixed 
ground and onion of Awaji Island. With Japanese style sauce based on 
tomato. A set of rice, miso soup and small dish.

LUNCH

❹ パスタ

¥1,350
Pasta

ほうれん草を練り込んだ麺のカルボナーラ。自家製パン付き。
Carbonara pasta kneaded with spinach. Homemade bread included.

Lunch 11:00〜

※８月１日から８月１９日までは提供しておりません。
※We do not offer this from August 1 to 
　August 19.
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❶ タコのサラダ

¥1,85０
Octopus salad

OCTOPUS 

季節のお野菜と瀬戸内海産タコのサラダ
ドレッシング : 醤油ベースの和風ドレッシング
Seasonal  vegetables  and octopus salad in 
Setouchi.
Dressing : Japanese style dressing based on soy 
sauce

❷ 豆腐とトマトのサラダ

¥1,65０
Tofu & Tomato salad

季節のお野菜と京豆腐と京都産トマトのサラダ
ドレッシング : 醤油ベースの和風ドレッシング
Seasonal vegetables and Kyoto tofu and Kyoto 
tomato salad.
Dressing: Japanese style dressing based on soy 
sauce

TOFU
TOMATO

❸ シーザーサラダ

¥1,85０
Caesar salad

季節のお野菜とベーコンのサラダ
ドレッシング : サガンオリジナル和風ビネガードレッシ
ング
Seasonal vegetables and bacon salad.
Dressing: Sagan original Japanese style vinegar 
dressing

CAESAR

❹ フルーツサラダ

¥1,20０
Fruits salad

フレッシュなオレンジ、グレープフルーツ、りんご、キウ
イを、ヨーグルトハニーソースで。
Fresh oranges, grapefruit, apples, kiwis, with 
yoghurt honey sauce.

サラダは、フルーツサラダのみ、
モーニング（8：00〜11：00）の時間帯も

ご注文いただけます。
For "Fruits salad" only, 

you can order during the morning 
(8: 00-11: 00) time zone.

FRUITS
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Hokkaido Premium Vanilla

Premium Chocolate

Premium Uji Matcha

Strawberry Amaou

Muskmelon

Creamy caramel

❶ マフィン

❷ ソフトクリーム

マフィンセット

¥270

¥500

¥540

Muffin

Soft cream

Muffin set

くるみ / チョコチップバナナ / ほうじ茶レーズン / 抹茶とホワイトチョコ / 塩こんぶ

北海道プレミアムバニラ

プレミアムチョコレート

プレミアム宇治抹茶

あまおう苺（季節限定商品）

マスクメロン（季節限定商品）

生キャラメル

くるみ

ほうじ茶レーズン 抹茶とホワイトチョコ 塩こんぶ

チョコチップバナナ

お好きなマフィン１つとドリンク。

Walnut / Chocolate chip banana / Hojicha raisins /
Matcha and white chocolate / Salt Kombu（Kelp）

Walnut

Hojicha raisins MatchaMatcha and 
white chocolate

Salt Kombu（Kelp）

Chocolate chip banana

Drink with a favorite muffin.

SWEETS

SOFT
CREAM

ホットコーヒー
Hot coffee
アイスコーヒー
Iced coffee

りんごジュース
Apple juice

ホットミルク
Hot milk
アイスミルク
Iced milk

ホットティー
Hot black tea
アイスティー
Iced black tea

オレンジジュース
Orange juice

セットドリンク Set drink
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❸ いちごのパフェ
¥1,10０Strawberry parfait

ストロベリーアイスに自家製アップルシナモンジャムを
トッピング。
Strawberry ice cream topped with homemade 
apple cinnamon jam.

❻ 生フルーツの氷あんみつ（６月〜）

¥1,50０〜¥1,80０

Shaved ice with a dessert made with beans 
and jelly, with fresh fruit

コーヒーゼリーベースにかき氷を乗せ、メロン、マン
ゴー、バナナ、ゴールドキウイ、オレンジをトッピングし
ました。
Place shaved ice on coffee jelly base and topple 
melon, mango, banana, gold kiwi, orange.

❹ 抹茶パフェ
¥1,10０Matcha parfait

抹茶アイスに小豆をトッピング。
Matcha ice cream topped with sweet red beans.

❺ 豆乳きな粉と黒みつのかき氷（６月〜）

¥1,00０
Shaved ice with black syrup flavored by soy 
milk & soy powder

豆乳ときな粉を混ぜ合わせたフレーバーに丹波黒豆
と黒蜜をトッピング。
Topped the Tamba black bean. Syrup is black 
nectar mixed soymilk and soy powder.

❼ 祇園辻利のお抹茶かき氷（６月〜）

¥1,00０
Gion Tsujiri's green tea 
on shaved ice

祇園辻利のお抹茶を使って贅沢に仕上げた蜜を堪能
してください。
Please enjoy luxuriously finished syrup using 
Gion Tsujiri's green tea.

❽ オリジナルブレンドのコーヒーゼリー

ドリンクセット

¥48０

¥75０

Coffee jelly of 
original blend

Drink set

❾ 丹波黒豆のほうじ茶ティラミス

¥68０
Tamba black bean's 
hojicha tiramisu

ドリンクセット
¥95０Drink set

コーヒー

りんごジュース
Coffee

Apple juice

牛乳
Milk

紅茶

オレンジジュース
Black tea

Orange juice

セットドリンク Set drink （hot/ice）

❺

❹❸

❽❻

❾

セットドリンクは下記からお選び下さい。
Please choose set drink from the following 

below.
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コーヒー
¥40０（hot/ice）Coffee

ホットコーヒーの豆はブラジル、コロンビア、エチオピア。アイスコーヒーはブラジル、
ホンジュラス、インドネシアの豆をブレンド。いずれもキレのある苦味とコク味の香ばし
さにこだわるSAGANのオリジナルブレンドです。

Hot coffee beans are Brazil, Colombia, Ethiopia. Ice coffee blends Brazil, 
Honduras and Indonesian beans. Both are original blends of SAGAN 
sticking to the bitter taste and rich flavor of rich taste.

ホットチョコレート
¥55０Hot chocolate

カフェモカ
¥600Cafe mocha

紅茶
¥53０（hot/ice）Black tea

抹茶ラテ
¥55０Matcha latte

ほうじ茶ラテ
¥55０Hojicha latte

グリーンティー
¥400Green tea

抹茶
¥650Matcha

ラテ
¥500Latte

キャラメルラテ
¥620Caramel latte

ほうじ茶
¥600Hojicha

玄米茶
¥600Brown rice tea

Chai
チャイ

¥550

日本茶
JAPANESE  TEA

ラテ
LATTE

DR INK

日本茶とあんぱんセット

¥800

Japanese tea and anpan set
（anpan is bread with sweet red bean paste filling）

抹茶
Matcha

玄米茶
Brown rice tea

ほうじ茶
Hojicha

セットドリンク Set drink（hot/ice）

＜コーヒー豆の販売もしております。　100g ¥600＞

＜+50円でフレッシュミルクをお付けいたします＞

<We also sell coffee beans. 100 g ¥ 600>

<Add fresh milk for 50 yen.>

セットドリンクは下記からお選び下さい。
Please choose set drink from the following below.
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フレッシュスムージー
FRESH SMOOTHIE

アイススムージー
ICE  SMOOTHIE

オレンジ
¥750Orange

グレープフルーツ
¥750Grapefruit

マンゴー
¥660Mango

メロン
¥1,200Melon

マンゴー
¥1,20０Mango

パッションフルーツ
¥66０Passion fruit

ゴールドキウイ
¥750Gold kiwi

アップル
¥650Apple

バナナ
¥650Banana

トマト
¥650Tomato

生搾りドリンク
FRESH SQUEEZE  JU ICE

ソフトドリンク
SOFT  DR INK

ジンジャーエール
¥550Ginger ale

オレンジジュース
¥40０Orange juice

りんごジュース
¥400Apple juice

牛乳
¥400Milk

いろはすスパークリングウォーター
¥400Irohas Sparkling Water

豆乳
¥400Soy milk

オレンジ
¥95０Orange

グレープフルーツ
¥95０Grapefruit

アップル
¥95０Apple

京都産小松菜のスムージー
Smoothie of Komatsuna from Kyoto

豆乳・バナナ・京都産小松菜
Soy milk, banana, Komatsuna from Kyoto

¥700

丹波黒豆きな粉のスムージー
Tamba black bean soy powder smoothie

豆乳・丹波黒豆きな粉・バナナ
Soy milk · Tamba black bean soy powder · banana

¥750

＜コーヒー豆の販売もしております。　100g ¥600＞

＜+50円でフレッシュミルクをお付けいたします＞
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ALCOHOL ビール
BEER

京都麦酒（地ビール）
¥1,20０Kyoto beer（Craft beer）

ハートランド
¥65０Heartland

ノンアルコールビール
¥500Non-alcoholic beer

一番搾り
¥850Kirin beer

ギネス（黒ビール）
¥850Guiness（Black beer）

カクテル
COCKTAIL

カシスオレンジ　　　ジンバック

ジントニック　　　　 ピーチツリーフィズ

Cassis Orange　  　Gin buck

Gin tonic              Peach tree fizz ¥600

日本酒
SAKE

玉乃光 純米大吟醸（冷） 京都・端麗辛口

天狗舞 山廃仕込純米酒（冷） 石川・辛口

立山 特別本醸造（温） 富山・中辛口

黒松 総菱（温） 兵庫・辛口

Tamano hikari（ice） 
Kyoto · Dry

Tengu no mai（ice） 
Ishikawa · Dry

Tateyama（warm） 
Toyama · Medium Dry

Kuromatsu（warm） 
Hyogo · Dry ¥1,250

¥1,150

¥700

¥800

梅酒
PLUM WINE

京梅酒

一根六葉

にごり柚子梅酒

Kyoto plum wine

Ikkon rokuyou

Nigori yuzu wine

¥650

¥760

¥810

ウイスキー
WHISKEY

サントリー
Suntory ¥650

ロック / 水割り / ソーダ割り
Rock / water / soda

飲み方をお選び下さい
Please choose a way to drink

ロック / 水割り / ソーダ割り
Rock / water / soda

飲み方をお選び下さい
Please choose a way to drink
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ワイン
WINE

カステッリ ロマーニ ビアンコ

白・White ¥65０
Castelli Romani Bianco

カステッリ ロマーニ ロッソ

赤・Red ¥65０
Catelli Romani Rosso

マルテッレッティ ブラン ド ブラン

¥4,200
Martelletti Blanc de Blanc

カステッリ ロマーニ ビアンコ
白・White ¥4,200Castelli Romani Bianco

ルディニー シタレー
赤・Red ¥4,200Stare Rudini

SAGANのハウスワインは、イタリアワ
イン協会認定ソムリエの福村直がイタ
リアのワイナリーから直送してくれてい
ます。

SAGAN's  house wines are sent 
directly from Italian wineries 
by Tauria Wine Association 
accredi ted  sommel ier  Nao 
Fukumura.

I TAR IAN  WINE

● ＜イタリア・ラツィオ州＞
● 品種 ： トレビアーノ、マルヴァジア

透明感のある黄色にトロピカルフルーツのような甘い香りが感じら
れ、一見甘口のワインを想像させますが、味わいは辛口になります。
しっかり冷やして、すっきりとした飲み口を楽しむことができます。

● ＜イタリア・ラツィオ州＞
● 品種 ： トレビアーノ、マルヴァジア
透明感のある黄色にトロピカルフルーツのような甘い香りが感じられ、一見甘口のワインを想像させますが、
味わいは辛口になります。しっかり冷やして、すっきりとした飲み口を楽しむことができます。

● ＜イタリア・ピエモンテ州＞
● 品種 ： シャルドネ 他
コクのある味わいで果実味と酸味のバランスが良くとれています。後味もキ
リッとした感じで、甘すぎずスッキリといただけます。食前酒や前菜、フルーツ
などとも合わせることができます。

● ＜イタリア・シチリア州＞
● 品種 ： トカベルネソーヴィニオン、メルロー、シラー、ネロダーヴォラ
口当たり柔らかく、心地よい渋みと酸味。味わいは、果実感が豊富でミネラルもしっかり感じられる、ミディアム
ボディの赤ワイン。

●  ＜イタリア・ラツィオ州＞
● 品種 ： トサンジョヴェーゼ、モンテプルチャーノ

このワインは赤であってもタンニンがほとんどなく、軽い口当たりに
フルーツ香があります。味わいは酸味がややありますが、渋みが少
ないので飲みやすいです。そのようなところから料理の風味を邪
魔せず、様々な料理との相性が良いです。

● <Italy / Lazio State>
● Varieties : Trebiano, Malvasia

The first impression of transparent yellow color and 
sweet tropical aroma, this makes you imagine sweet 
wine. It is clean, crisp, fresh and easy drinking.

● <Italy / Lazio State>
● Varieties : Trebiano, Malvasia
The first impression of transparent yellow color and sweet tropical aroma, this 
makes you imagine sweet wine. It is clean, crisp, fresh and easy drinking.

● <Italy / Piemonte Provence>
● Varieties : Chardonnay, other
Rich taste with well-balanced fruits and acidity.Fruity, but not 
too sweet, and has the crispy aftertaste.It is perfect for aperitif, 
also with antipasto and fruits for desserts.

● <Italy / Sicily>
● Varieties : Cabernet Sauvignon, merlot, Syrah, nero d ‘avola
It features a soft, comfortable astringent taste and sourness. The taste is rich in fruit 
sense, firmly felt minerals, medium bodied red wine.

● <Italy / Lazio State>
● Varieties : Sangiovese, Montepulciano

This red wine has light taste with mild acidity and 
fruity aroma, less tannin.
It goes well with various kind of dishes.

G L A S S  W I N E

S PA R K L I N G  W I N E

SAGANはDULTONと提携しました。
kitchen
dining

work space
office

などの什器をプロデュースし販売致します。

SPACE FURNITURE PRODUCE
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サ
ガ
ン
の
和
陶
器

発芽
“SPROUT”

大地からの小さな芽生えをモ
チーフとした紋様です。
多くの物事の誕生と成長を表
現しています。

I t  i s  a  pa t t e rn  w i th  a 
motif of a small sprout 
from the earth.
A l s o  t h e  b i r t h  a n d 
growth of many things 
are expressed.
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SAGANオリジナルブランド"SABOTEN"第一弾、始動。
SAGAN o r i g i n a l  b r and  " SABOTEN"  s t a r t ed .

MIN I
¥900

SHORT
［芽生え］ 

SHORT

¥1,100 ¥2,200

TALL
［芽生え］ 

TALL

¥1,100 ¥2,200

DISH

WHITE BROWN

¥2,800

伊砂 正幸

伊
砂
文
様
の
器

ISA pattern warehouse

“MASAYUKI ISA”

1965年、京都市に生まれる。金
沢美術工芸大学美術学科（日
本画）を卒業、日本画の制作を
現在も続ける。伊砂文様研究所

（父、久二雄設立）に入社。型
絵染にて文様の創作、京風景の
図案化、和紙染などの作家とし
て活動。

Born in Kyoto City in 1965. 
He graduated from Kanazawa 
Col lege of  Art  ( Japanese 
style painting) and continues 
to  c reate  Japanese  s ty le 
paintings. Creative work of 
KIMONO, Japanese traditional 
pattern and drawing of Kyoto 
landscape, artistic activities 
such as Washi Dyeing etc.

商品の全国/海外発送を承ります。裏面に記載の住所、電話またはメールにてお問い合わせください。
We send our products everywhere in the world. For inquiries, refer to email address or phone number.

TEL. 075-561-0041
MAIL. sagan@office.eonet.ne.jp
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"KOUJI BREAD"

【
米
こ
う
じ
パ
ン
】

SAGANのパンは、SAGANにしか作れない世界に一つのパン。
SAGAN’s bread is only one bread in the world.

「菱六」の社長さんが熱を加えないように、自ら手で石臼を引いてパウダー状にした米麹をパンに練り込みました。
In order not to add heat to the president of "Hishiroku", He thoroughly pulled a stone mill with his 

hands and kneaded it into bread with powdery rice Kouji.

株式会社 菱六
HISHIROKU co. ltd,

３００年以上の間、麹座発祥の地京都で「麹菌」を
培養。「種麹」あるいは「もやし」として、全国のメー
カーに販売している種麹屋（もやし屋）です。「菱六」
が正式に米麹をパウダーにしたものをカフェに卸す
のはSAGANが初となります。

For  ove r  300  y ea r s , 
cultivate "aspergillus" 
i n  Kyo to ,  t he  o r i g i n 
of production of malt. 
HISHIROKU sells seed 
malt to manufacturers 
nationwide. Sagan will 
be the first to wholly 
"Hishiroku" to wholesale 
to the cafe.

麹（こうじ）の力

酵素のメリットは「元気」を支えること

The power of kouji

Merit of kouji

麹に含まれる酵素は１００種類以上。その筆頭に三大栄養素を分解し、消化吸収を促す消化酵素「アミラーゼ」
「プロテアーゼ」「リパーゼ」その働きと共に料理の美味しさをアップさせます。

麹に含まれる酵素は100種類以上。その筆頭に三大栄養素を分解し、消化吸収を促す消化酵素「アミラーゼ」
「プロテアーゼ」 「リパーゼ」その働きと共に料理の美味しさをアップさせます。酵素は消化吸収のサポートを
し、代謝をアップさせる。生成されるビタミンB群やミネラルが疲労回復を促し腸内環境を改善することで、便秘
解消や美肌効果に。
※酵素は70°C以上で活性を失うが食材のタンパク質を旨味の素アミノ酸に変化させる作用や消化を良くするといった働きは変わりません。

More than 100 types of enzymes are included in Kouji. Digestive enzymes "Amylase" "Protease" 
"Lipase" that break down the three major nutrients to digestion and absorption at the top of it will 
increase the taste of the dish along with its work.

Enzymes support digestion and help speed up metabolism. The Vitamin B and minerals help with 
recovery and even with constipation and skin condition, by improving the gut bacteria.
※Enzymes stop working when heated over 70 degrees Celsius, but they will still turn the amino acids of protein in the food into 　
　flavorful components and help with digestion.

BREAD
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SAGANのパンは無添加です。
We do not use additives in bread.

SAGAN食パン
SAGAN bread 

￥900/1.5斤　1.5 loaf

北海道ゆめちからブレンド / ドライイースト / 
めいらく牛乳 / 四つ葉バター / 
めいらくヨーグルト / 赤穂の天塩 / 
グラニュー糖 / 米麹パウダー
Hokkaido Yumechikara blend / Dry yeast / 
Meiraku milk / Yotsuba butter / 
Meiraku yogurt / Ako salt  / 
Granulated sugar / Rice Kouji powder

豆乳食パン
Soymilk bread

￥380/１.5斤　1.5 loaf

北海道ゆめちからブレンド / ドライイースト / 
めいらく豆乳 /赤穂の天塩 /米麹パウダー
Hokkaido Yumechikara blend / Dry yeast / 
Meiraku Soymilk / Ako salt  / 
Rice Kouji Powder

SAGAN丸パン カイミの白パン
SAGAN round bread

￥160/１個　1 piece

北海道ゆめちからブレンド / ドライイースト / 
めいらく牛乳 / 四つ葉バター / 
めいらくヨーグルト / 赤穂の天塩 / 
グラニュー糖 / 米麹パウダー

Hokkaido Yumechikara blend / Dry yeast / 
Meiraku milk / Yotsuba butter / 
Meiraku yogurt / Ako salt  / 
Granulated sugar / Rice Kouji powder

White bread of Caimi

￥110/１個　1 piece

北海道ゆめちからブレンド / ドライイースト /
浄化水道水 / 赤穂の天塩 / 米麹パウダー

Hokkaido Yumechikara blend / Dry yeast / 
Purified water / Ako salt / 
Rice Kouji powder

商品の全国発送を承ります。裏面に記載の住所、電話またはメールにてお問い合わせください。
We send our breads everywhere within Japan. For inquiries, refer to email address or phone number.

SAGANあんぱん
SAGAN Anpan

￥250/１個　1 piece

北海道ゆめちからブレンド / ドライイースト / 
めいらく牛乳 / 四つ葉バター / 
めいらくヨーグルト / 赤穂の天塩 / 
丹波大納言 / 麦芽糖 / きび砂糖
Hokkaido Yumechikara blend / Dry yeast / 
Meiraku milk / Yotsuba butter / 
Meiraku yogurt / Ako salt /
Granulated sugar / Rice Kouji powder / 
Dainagon red beans / Maltose / 
Millet sugar

アップルパイ（季節限定商品）
Apple pie

￥450/１個　1 piece

青森リンゴ / シナモンパウダー / 麦芽糖
Apple from Aomori / Cinnamon powder / 
Maltose

(Sweet bread with an azuki bean filling) 

※８月１日から８月１９日までは提供しておりません。
※We do not offer this from August 1 to 
　August 19.

TEL. 075-561-0041
MAIL. sagan@office.eonet.ne.jp
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SAGANのSTAFF募集。

この場所から共に世界へ発信してくれる人を募集します。

応募していただける方は以下の項目にチェックを入れて下さい

I would send to the world from this place, SAGAN.
Together

〒605-0813
京都市東山区松原通大和大路東入
2丁目 轆轤町93
TEL. 075-561-0041
MAIL. sagan@office.eonet.ne.jp

93, Rokuro-cho, 2chome,
Higashiyama-ku, Kyoto Japan 
605-0813
TEL. 075-561-0041
MAIL. sagan@office.eonet.ne.jp

モーニング
ランチ
L.O

8:00-11:00
11:00〜
17:00

営業時間 8:00-18:00

LIKA INOUE （CAFE SAGAN OWNER / S inc.)

毎日を自由に自分らしく一生懸命生きてます。
Everyday freely as I am.  Live with full of strength.

SSID : SAGAN-rokuhara
Pass : sagan0041

自分が好き
自分自身で自分の性格を理解している

遊び心が理解できる
メールの返事は早い

協調性がある
朝は強い

タマゴ巻きが得意
ゴボウのささがきができる

自分でくだもののジャムを作った事がある
デザインが好き

器が好き
服が好き

英語ができる
英語はできないが、しゃべれたらいいなと思う

水廻りの仕事が苦にならない
山のような仕事でも、まず一歩踏みだす事ができる

コツコツとできる
みんなが喜ぶ企画やお祭り事が好き

やった事がない事でもやり方さえ教えてもらえれば、できると思う
人から感謝された時がうれしい

自分が働いている店をほめられた時がうれしい
常にアップデートできるタイプだと思う

（今までのルールが急に変わったとしても柔軟に対応できるほうだ）
チームプレーができる

働き方改革の意味が理解できる
笑顔がかわいい方だ

笑顔ができる
ミスをした時、その場しのぎのいい訳を考えないで、その時の状況を正確に伝えられる

時間を守れる
店にはコンセプトがあることを理解できる
コンセプトは大切という事を知っている
責任という言葉を軽 し々く口にしない

ミスを素直に受け入れて、そして、次は絶対にしないと心にきざめる
もしもここ数年のうちに、フランスに出店した場合、フランスに行っても良いと思う

Yes

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

No

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Morning
Lunch
L.O

8:00-11:00
11:00〜
17:00

Business hours 8:00-18:00

応募は学生の方でも良いです。
連絡先  （朝7：00〜夜8：00） 080-1494-5401  sagan@office.eonet.ne.jp  担当まで
給　与  ●アルバイトの方 時給900円〜1300円　● 社員の方 月給20万円〜40万円　　詳しくは担当まで問い合せ下さい


