季節のおすすめ
シャインマスカット香る
あいすグリーンティー

コーヒー
¥1,650

Ice green tea with Shine Muscat

天の上紅茶（熊本県）

1,400

プラス¥450 で水まんじゅう 3 ケ（柚子・こしあん・抹茶）をお付けいたします。

1,600

1,400

（緑茶・白茶・ジンセン（高麗人参）・マンゴー・
ストロベリー・ひまわりの花びら・バニラ香料）

1,500

Ginseng Flight of Dragon Tea

1,350
1,400

Darjeeling tea

アールグレイ

1,400

Earl grey tea

ロイヤルミルクティー（アイス・ホット）

1,400

Cappuccino

カフェラテ (アイス・ホット)

1,400

オーガニックコールドプレスジュース
ビーツ
（ビーツ・アップル・緑茶・梨・レタス・レモン）

ピンクザクロ
（ピンクザクロ）

各 1,650

にんじんミックスジュース

Original hotel blend tea

旬摘みダージリン

カプチーノ

ジュース

紅茶
オリジナルホテルブレンドティー

Café au lait(Ice/Hot)

Pink Pomegranate

Spring Tonic Tea

ジンセン・フライト・オブ・ドラゴン

1,400

Beets

Milk Oolong Tea

（紅茶・レモンピール・レモン香料）

カフェオレ (アイス・ホット)

Café latte(Ice/Hot)

緑茶フレーバーティー

スプリング・トニック

1,350

Espresso
1,400

（紅茶・ミルク香料）

1,350

エスプレッソ

おくむさし（大分県）

ミルク・ウーロン

Blend coffee (Ice/Hot)
American coffee

和紅茶

Amanojyou tea

¥1,350

アメリカンコーヒー

香り高い玉露にフレッシュシャインマスカットの爽やかな甘さを
合わせた、季節限定オリジナルドリンク

Okumusasi tea

ブレンドコーヒー (アイス・ホット)

1,400

1,300

Carrot mix juice

ナイアガラ 白葡萄ジュース(信州桔梗ヶ原)
White grape juice

1,350

ビール
Draft Beer
ザ・プレミアムモルツ

1,450

The Premium Malt’s

Royal milk tea

アイスティー（アールグレイ）

1,350

Iced tea

Champagne
マム グラン コルドン

Herb Tea
カモミールブレンド

G.H.Mumm Grand Cordon

Chamomile

（ジャーマンカモミール・レモングラス・スペアミント）

White Wine
ジェイコブス クリーク
アデレードヒルズ シャルドネ

フルーツカクテル
Fruits Cocktail

（ハイビスカス・ローズヒップ・アップル・レモンピール・
オレンジピール・エルダーベリー・香料）

Jacob’s Creek
Adelaide Hills chardonnay

Flavored tea
ル ヴァン ド シトロン

Red Wine
ロベールスカリ カベルネソーヴィニョン

Le Vain de Citron

レモンとミントが香る爽やかな味わい

ナッツバニラ

Nuts ＆ Vanilla

シャンパン & ワイン

各 1,400

Robert Skalli cabernet sauvignon

Glass
Bottle

2,100
13,500

Glass
Bottle

1,400
7,500

Glass
Bottle

1,650
9,800

Food
Sandwiches
クラブハウスサンドウィッチ

トマト、レタス、ベーコン、玉子、チキン

2,400

Club house sandwich

ミックスサンドウィッチ ハム、チーズ、トマト、キュウリ、レタス

2,000

Mixed sandwich

Salads
イタリア産生ハムとロメインレタスのシーザーサラダ

1,900

Ceasar salad

ニース風サラダ 赤ワインヴィネガーのドレッシング

1,950

Salad Nicoise with red vinegar dressing

Sides
ヨーロピアンチーズの盛り合わせ

2,200

Assortment of cheese

フライドチキン フレンチフライ添え

2,300

Fried chicken and fried potato

セットドリンク add Coffee or Tea:

+ ¥950

サラダ、サンドウィッチ各種をご注文のお客様はプラス￥950 でコーヒーまたは紅茶をお召し上がりいただけます。

If you wish to add Coffee or Tea with your order chosen from above, 950 yen will be added on.
【お飲み物を下記からひとつお選びください】
ブレンドコーヒー／アメリカンコーヒー／エスプレッソ／アイスコーヒー／ホテルブレンドティー／アールグレイ／アイスティー

Cake & Drink set

有田焼で楽しむケーキセット
お好みのケーキと選べるコーヒーまたは紅茶のセット

Cake set: your choice of cake with coffee or tea
【お飲み物を下記からひとつお選びください】
ブレンドコーヒー／アメリカンコーヒー／アイスコーヒー
ホテルブレンドティー／アールグレイ／ダージリン／アイスティー／カモミールブレンド
【お好みのケーキを下記からひとつお選びください】
いちごのショートケーキ／ガトー マルジョレーヌ★／アップルパイ
★印
使

記載の料金はすべてサービス料・税金が含まれたお支払い金額です。
食物によるアレルギーや食事制限のご要望は、予め係りにお申し付けください。
季節・天候・仕入状況により料理内容が変更になる場合がございます。
All prices include 10% service charge and consumption tax.
Kindly inform our staff, if you are allergic to certain foods or observing dietary restrictions.

¥1,950

