
 

 
  

  

   

 Wing Cafe   

 
 

 
 

          

 
 

 
   

    

～カフェテラス前に広がる広大な滑走路。 

不定期で小型飛行機の離着陸もご覧いただけます～ 
    

 
 

🐶 テラス席はペット同伴も可 （各自リードの着用をお願いいたしま

す） 

  

      

     

 
 

〒960-0251 

  

福島県福島市大笹生字苧畑 169 

  

ふくしまスカイパーク内 

  

ふくしまスカイパーク内にある隠れ家的カフェ  

  

TEL  090-7079-3118  （斎藤） 

 
 

              

    Open 

 

10:00

～ 

 

Close 16:00 

   

          

定休日：月曜日・火曜日（祝日は営業） 

  

＊天候等により臨時休業、又は営業時間が前後する場合あり 

  

            
 

  

＜イベント等によりメニューが変更される場合があります＞ 

  

      



 

 

当店のこだわり 

 

カラダにやさしい安心素材を使い  

カラダにうれしいメニューを揃えました。 

おいしさ 栄養バランス にこだわりながら 

栄養士ライセンスを持つオーナーシェフが 

真心を込めてお作り致します。 

 

開放的な癒しの空間でゆったりと 

カラダとココロのリラックスタイムを 

 

 



Drink Menu 

Coffee                             ～全て税込価格となっております～ 

ブレンドコーヒー 甘みを重視したブレンドコーヒー。柔らかく芳醇な味わい。  HOT/ICE・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥４８０ 

カフェラテ 濃い目のコーヒーにミルクを加えたコクのあるラテ。  HOT/ICE・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥４８０ 

キャラメルマキアート キャラメル風味の優しい甘さのラテ。   HOT/ICE・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥５００   

カフェモカ 濃厚チョコレート香るラテ。   HOT/ICE・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥５００  

 

Tea  

紅茶 セイロン茶葉使用。クセがなく飲みやすい。  HOT/ICE・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥４５０ 

ロイヤルミルクティー 濃い目の紅茶とミルクで優しい味わい。   HOT/ICE・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥４８０   

ミックスベリーティー ３種のベリーが香るスッキリした味わいの紅茶。   HOT/ICE・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥５００   

オレンジティー HOT 香り高いベルガモットハーブとオレンジの組み合わせ。ほのかな苦みと自然な甘み。 

ICE セイロンティーとオレンジでさっぱり爽やかな味。    HOT/ICE・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥５００ 



Drink Menu 

Juice            

・１００％オレンジジュース             Sparkling  ～ ピュアメイドシロップ ～  

・１００％グレープフルーツジュース     100％自然の原材料を使用した、こだわりのオールナチュラル 

・１００％葡萄ジュース    各￥300     シロップ。人工の香料、甘味料、保存剤などを一切含みません。 

Sparkling   

・コーラ                            ￥300 

・イタリアンソーダ グリーンアップルの爽やかな味。    ￥450  

・ベリー＆ベリーソーダ ブルーベリー＆ストロベリーのベリー香るすっきりソーダ。 各￥500  

・ピーチ＆ベリーソーダ  ピーチの優しい香りと、ストロベリーのアクセント。             

・ポメグラネットソーダ  酸味をおさえたポメグラネット（ザクロ）とオレンジのスッキリ味。  

・瀬戸内レモンのスカッシュ オーガニック栽培の瀬戸内レモンたっぷり♪はじけるような爽やかスカッシュ。       

・スカイブルーのクリームソーダ青空のような透き通る青の鮮やかさ。北海道バニラアイスのノスタルジックなソーダ￥650 



 

DECAF CAFFEIN FREE DRINKS 

―   カフェインレスドリンクメニュー  ― 

・デカフェ・コーヒー（HOT/ICE）…………………￥480 
深みのある味わいのカフェインレスコーヒー。 

・デカフェ・ラテ（HOT/ICE）………………………￥480 
ミルクの自然な甘み際立つ優しい味のカフェインレスミルクコーヒー。 

・デカフェ・キャラメルマキアート（HOT/ICE）…￥500 

キャラメル風味の優しい甘さ。 

・デカフェ・モカ（HOT/ICE）………………………￥500 

濃厚チョコレート香るラテ。 

・デカフェ・ティー（HOT/ICE）……………………￥400 

厳選された香り豊かな高地産ディンブラ(スリランカ)の茶葉を 100%使用。 

・デカフェ・ロイヤルミルクティー（HOT/ICE）…￥480 

コクのあるミルクのカフェインレスミルクティー。 

■ソフトクリーム 北海道ミルクを１００％使用濃厚ソフトクリーム 

■北海道バニラ    ■京都宇治抹茶    ■博多あまおう苺 

＊ワッフルコーンでご提供致します。カップ希望の方はお申し付けください＊ 各￥３８０ 



 

 

ホットサンド             各￥７５０        

 

天然酵母のパンを使用。食感は軽くほんのり甘みがあるのが特徴です。        

 

・スモークチキンのサンド 

スモークチキンとレタスを挟んだボリュームあるサンド。 

・カプレ―ゼサンド 

モッツァレラチーズとトマト、バジルソースでマルゲリータピザ風サンド。 

 

  

   Set Drink  ＊プラス２５０円でお選び頂けます 

コーヒー（HOT/ICE） デカフェ・コーヒー（HOT/ICE） 紅茶（HOT/ICE）     オレンジジュース 

カフェラテ（HOT/ICE） デカフェ・ラテ（HOT/ICE）  グレープフルーツジュース  葡萄ジュース  コーラ   



オーガニック小麦使用  

北海道バターミルク  お食事系  焼きたてワッフル   

                            各９００円 

・エッグ＆ベーコンウィンナー 

 

手作り無添加のこだわりベーコン＆ウィンナーがとってもジューシーです。 

半熟目玉焼きでボリューム感ある一品。ほんのり甘みの際立つワッフル生地の相性抜群。 

 

・チリビーンズ＆サルサソース 

挽肉とレッドキドニービーンズを香辛料で味付けしたメキシカンワッフル。 

サルサソースがさっぱりスパイシー。 

 

     Set Drink  ＊プラス２５０円でお選び頂けます 

コーヒー（HOT/ICE） デカフェ・コーヒー（HOT/ICE） 紅茶（HOT/ICE）   オレンジジュース 

カフェ・ラテ（HOT/ICE） デカフェ・ラテ（HOT/ICE）  グレープフルーツジュース  葡萄ジュース  コーラ   



 

オーガニック小麦使用  Dessert Menu 

北海道バターミルク  焼きたてワッフル   各￥７５０ 

全てのワッフルに北海道バニラアイスがトッピングされております 

３種のベリー ラズベリー・ブルーベリー・ストロベリーの甘酸っぱいソースと 

濃厚バニラクリームがマッチ。 

チョコナッツ（ハニーバナナジャム添え）濃厚チョコレートソースと 

バナナジャムの相性抜群。ナッツの香ばしさがアクセント。 

メープルバター 芳醇な香りの発酵バターとメープルシロップでワッフル生地、 

素材のおいしさを味わえるシンプル味。 

宇治抹茶（＋50円） ほのかな苦みの抹茶香る生地に、からだに嬉しい自家製麹小豆をのせた和ワッフル。 

米麹小豆・・・米麹と大納言小豆を時間をかけて炊き上げました。お砂糖を一切使わないので 

健康的かつ驚きの深みのある甘さ。腸内環境を良好にし美容効果あり。カラダに嬉しいあんこです。 

 

        Set Drink  ＊プラス２５０円でお選び頂けます 
コーヒー（HOT/ICE）    デカフェ・コーヒー（HOT/ICE）    紅茶（HOT/ICE）   葡萄ジュース     コーラ  

カフェ・ラテ（HOT/ICE）   デカフェ・ラテ（HOT/ICE）     グレープフルーツジュース     オレンジジュース 

 



 

オーガニック小麦使用  Dessert Menu 
カラダにうれしいスイーツシリーズ            

□体に優しいミネラル豊富なきび糖や蜂蜜を使用□ 

                       各\500 

■ガトーショコラ         ■チーズケーキ 低カロリーのカッテージチーズを使用し、 

国産米粉を使ったしっとり濃厚ショコラケーキ。                   濃厚さがありながら軽い口当たり。 

 

■グラハムスコーン    ■キャロットケーキ Bカロテンとビタミン、イソフラボン 

グラハム（全粒粉）本来のシンプルで                             がたっぷり美肌スイーツ♪ 

豊かな風味を味わうヘルシースコーン。                 高級大豆のソイパルプを加えしっとり焼き上げました 

                                       芳醇なレーズンと胡桃の食感がアクセント。 

 

■麹あんバタートースト  天然酵母パン使用           \650 
米麹と小豆だけでじっくり炊き上げた手作りあんこ。お砂糖を一切加えず米麹のチカラで驚きの優しい甘さに。 

小豆の疲労回復美肌効果。米麹は腸内環境を整えます。発酵バターとマスカルポーネホイップが相性抜群。 

 

        Set Drink  ＊プラス２５０円でお選び頂けます 
コーヒー（HOT/ICE）    デカフェ・コーヒー（HOT/ICE）     紅茶（HOT/ICE）   葡萄ジュース     コーラ          

カフェ・ラテ（HOT/ICE）   デカフェ・ラテ（HOT/ICE）      オレンジジュース     グレープフルーツジュース    



 Food Menu    

～じっくり時間をかけて煮込まれた福島牛の味わい～ 

 ・半熟卵のオムカレー                       
コクのあるカレーにとろとろ卵がのったまろやかな味わいのカレー。                            

・半熟卵のオムハヤシ                    

トマトとたまねぎの優しい甘みとコクあるソースにとろとろ卵がのったハヤシライス。                      

サラダ・ドリンクセット¥1,550 単品¥1,200 

・ビーフカレー 
トマトとりんごの酸味を活かし、ココナッツミルクでマイルドに仕上げたビーフカレー。     

サラダ・ドリンクセット ¥1,400 単品¥１,050 

セットサラダ     野菜の栄養を最大限に摂取するサポート 特製ビネガードッレッシング使用  

全て税込価格となっております 

        Set Drink  ＊プラス２５０円でお選び頂けます 

コーヒー（HOT/ICE）  デカフェ・コーヒー（HOT/ICE） 紅茶（HOT/ICE） オレンジジュース 

カフェ・ラテ（HOT/ICE） デカフェ・ラテ（HOT/ICE）  グレープフルーツジュース 葡萄ジュース  コーラ  



Pasta 
・完熟オーガニックトマトとエビのパスタ サラダ・ドリンクセット ￥１４００ 単品￥１０５０ 

太陽と大地の恩恵がたっぷり詰まった有機栽培トマトを使用。程よい酸味とトマトの甘み。 

ぷりぷりエビのトマトソースパスタ。 

・たらこのカルボナーラ サラダ・ドリンクセット ￥１４００ 単品￥１０５０ 

福岡産の無添加たらこをたっぷり使用。黄身を絡めて濃厚カルボナーラ。手作りベーコンのスモーキーな香りがアクセント。 

・ナポリタン サラダ・ドリンクセット ￥１２５０ 単品￥９００  

手作りベーコン、玉ネギ、ピーマンとシンプルな材料の昔ながらのナポリタン。        

・釜揚げしらすと瀬戸内レモンのペペロンチーノ サラダ・ドリンクセット￥１３５０ 単品￥１０００ 

愛知県産釜揚げしらすとオーガニック栽培された瀬戸内レモン果汁をたっぷり使った、大葉が爽やかに香るさっぱりした味わいの 

ペペロンチーノ。 

・きのことサルシッチャのパスタ（トリュフホイップ添え）  サラダ・ドリンクセット￥１３５０ 単品￥１０００ 

きのこの旨味たっぷり醤油ベースのパスタに、ジュージーなサルシッチャ（腸詰め肉）と芳醇な香りの 

トリュフホイップをのせて、さっぱりした味わいの中に濃厚なコクが絶妙です。 

セットサラダ     野菜の栄養を最大限に摂取するサポート 特製ビネガードッレッシング使用  

＊プラス２５０円でお選び頂けます 

Set Drink コーヒー（HOT/ICE）  デカフェ・コーヒー（HOT/ICE） 紅茶（HOT/ICE） オレンジジュース 

カフェ・ラテ（HOT/ICE） デカフェ・ラテ（HOT/ICE）  グレープフルーツジュース  葡萄ジュース  コーラ  



カラダいきいき免疫ＵＰ！ MENU              

            ― 栄養士監修 －   

～ おいしく免疫アップしてウィルスに負けないカラダづくりのサポート ～         

・カラダの酸化予防をサポートする    ファイトケミカルスープ   

・野菜の栄養吸収を高める特製ビネガードレッシング使用  サラダ    

↑スープ or サラダ付 お好きな方をお選びください↑

                                             税込１２００yen 

小松菜とハーブチキンのグリーンクリームパスタ  

小松菜は抗酸化作用【体に悪影響を及ぼす活性酸素を無毒化する働き】と、疲労回復に役立つβカロテン、ビタミン C、E,とカルシウム

たっぷりの優秀野菜。高たんぱくハーブチキンとの組み合わせで美肌と美髪効果も♪ 

彩りナポリタン 麹トマトケチャップ使用🍅 

安心無添加手作り麹トマトケチャップを使用。トマトと米麹を熟成させ、トマトのリコピン効果にのみならず、米麹による発酵のチカラ

で腸内環境を良好に。栄養素の吸収に役立ちます。トマトの GABA 成分によるストレス緩和や疲労回復効果もあり♪強い抗酸化作用を

持つ高カロテノイドの彩り野菜が色鮮やか。体に嬉しいナポリタン。 

鶏ひき肉とひよこ豆の薬膳キーマカレー 

⒑種類のスパイス効果で、老廃物の排出、新陳代謝を高めます。 

じっくり時間をかけてとったチキンスープに、高機能野菜（玉ねぎ、人参、トマト、生姜、にんにく）がたっぷり溶け込んだ深い味わい。

ヒヨコ豆は食物繊維豊富で糖質分解、整腸作用もあり。高たんぱくかつヘルシーな鶏ひき肉を使った、お野菜本来の甘みとマイルドな辛

さのカレーです。 



 

栄養学のちょっと 

          

                

ファイトケミカルとは？ 

        Phyto（植物）に由来する成分であり、植物が紫外線や外敵から身を守る為に作っている機能成分です。抗酸化作用・

ガン抑制・免疫力アップ・アレルギー抑制などの効果があり、この栄養素は硬い外壁に守られている為、じっくり時間

をかけて煮込むことでこの外壁を破ることができます。ファイトケミカル値の高い野菜で作ったスープがファイトケミ

カルスープです。 

 

サラダの栄養を８割捨てている？ 

生の野菜は良質なオイルをかけることで野菜の栄養分が体内に吸収されやすくなります。当店の 

オリジナルドレッシングは、オーガニック栽培されたピュアオリーブオイルを使用し、アップルサ 

イダービネガー・ハーブをブレンドして作りました。抗酸化作用に加えて血糖値の急上昇を抑えコ 

レステロール量を下げる効果が期待できます。前菜にピッタリなサラダです。 

 

 


