
ケーキメニューよりお好きなケーキとお飲物（コーヒーまたは
紅茶、ソフトドリンク）をお選び下さい

￥1,020

Cake Set

今月のお勧めケーキ

Recommended Cake

サクサクのタルト生地の上に、カスタードクリーム、
乳脂肪43%の生クリーム、そして契約農家より届く
“とちおとめ”をのせました。

※数量には限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。

販売時間 11:00～21:30

イチゴのタルト　　　\620

発芽ブレンドコーヒー

ほうじ茶ラテ

ココア

カフェオレ

カフェ＆ショコラクリーム

カプチーノ／カフェラテ

アイリッシュコーヒー

ダージリンティー／セイロンティー

ロイヤルミルクティ

ハーブティー

  レモンジンガー （ローズヒップ・レモングラス）

  レッドジンガー  （ローズヒップ・ハイビスカス）

  スリーピータイム（カモミール・スペアミント）

          　
￥620

￥640

￥640

￥680

￥680

￥680

￥820

￥620

￥640

￥620

Coffe & Tea

※表示価格は全て税込です



お飲物（コーヒーまたは紅茶、ソフトドリンク）をお選び下さい

パンケーキセット　￥1,230 【単品￥820】

国産の米粉を使ったモチモチの食感のパンケーキ。
ブロンドチョコレート”ドゥルセ”のアイスを添えました。
カナダケベック州のピュアメープルシロップ使用

Cold Drink  

￥670

￥680

￥700

￥640

￥550

￥450

￥450

￥450

￥700

水出しアイス コーヒー

アイス カフェオレ

アイス カフェ＆ショコラクリーム

アイス ココア

アイス ティー（アールグレイ）

コカ・コーラ／ジンジャーエール

オレンジジュース／トマトジュース

グレープフルーツジュース

クリームソーダ／コーヒーフロート

　 

フレンチトーストセット ￥1,430 【単品￥1,020】　　

お飲物（コーヒーまたは紅茶、ソフトドリンク）をお選び下さい

乾燥から漬け込み、 焼成まで４８時間と１０分かけ、

まるでプリンのようにフワフワに焼き上げた ホテルフレンチトースト。

※ ご注文を頂いてから、 焼き上げるため、 お時間を１５分ほど頂きます。

販売時間
14:00～17:00



 Chocolat    ￥260
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【モニカ】

　ラズベリーの酸味が効いたチョコレート

【きよみず】
　宇治の抹茶とミルクチョコレートをあわせた
　まろやかなチョコレート

【フランソワ】
　ミルクチョコレートをベースにアールグレイ
　を使ったのチョコレート

【イザベル】
　アーモンド、オレンジの皮、フィヤンティー
　ヌの入ったチョコレート

【アン】
　キャラメル風味のチョコレート

【アリス】
　ヘーゼルナッツの入ったミルクチョコレート

【クリスタル・ミオ】
　杏子のガナッシュにゲランドの塩を効かせた
　チョコレート

Ice Cream  

バニラアイス／ドゥルセのアイス         ￥460

Non-Alcohol Cocktail 

【ジンジャーエール/ザクロシロップ/レモン】

【グレープフルーツ/メイプルシロップ/レモン】

シャーリーテンプル

ハニーハント

￥620

￥620

COLD　 ￥670 ／ HOT   ￥620 

魅惑のドリンク ビューティー

ハイビスカスティーとライチをミックスした飲み物

赤～いリンゴ
”晃姫”のシャーベット

￥6１0

青森県五所川原の果肉まで
赤い珍しいリンゴのシャーベット。

※表示価格は全て税込です



Food
  9:30～11:30/14:00～17:00

    
    

■アメリカンクラブハウスサンドウィッチ　　￥1,230

■天草ポークのカツサンド 　　　　　　　　　￥1,230

14:00～17:00
    

岩手県産あべ鶏とイタリア産ホエー豚のベーコンを香ばしくグリルし、
自家製のトマトケチャップで味付けしてサンドしました。

■サルビア ナポレターナ   　　　　　　　　 ￥1,230

■週替わりスパゲッティー

　

￥1,020

  ￥920

  ￥920

■オードブルプレート 【ハム、チーズ盛】

■パルマ産プロシュート 【24ヶ月熟成】

■アボカドとサーモンのサラダ

■卵サンド   ￥1,020

ふっくらとしたパンに卵をたっぷりと挟んだ贅沢な卵サンド。

※コーヒーまたは紅茶付

※内容はスタッフまで

Pasta



Beer
￥750

￥820

￥920

￥460

生ビール

ビール（中瓶）

　サッポロ／アサヒ／キリン

エビス

アルコールフリー（ノンアルコールビール）　

Whisky

シングル  ￥1,100
ボトル    ￥12,740

シングル  ￥1,380
ボトル    ￥30,560

シングル  　￥720

シングル    ￥700
ボトル      ￥7,540

シングル    ￥750
ボトル      ￥8,150

シングル    ￥800
ボトル      ￥9,170

シングル    ￥620
ボトル      ￥6,620

シングル    ￥640
ボトル      ￥6,930

シングル    ￥650
ボトル      ￥8,970

シングル    ￥770
ボトル    ￥14,260

シングル  ￥1,020
ボトル    ￥13,240

シングル  ￥1,020
ボトル    ￥12,740

■ハイボール ＋￥120　　■日本の天然水　￥300

Japanese

American

Canadian

Scotch

サントリー山崎12y

ジムビーム6y

I.Wハーパー

ワイルドターキー8y

カナディアンクラブ

バランタイン

ジョニーウォーカーブラック12y

ホワイト＆マッカイ スペシャル

マッカラン10y

グレンモーレンジ10y

シーバスリーガル12y

オールドパー12y

本場、スコットランドの製造法に近いが
日本人好みのマイルドな味わいが特徴。

とうもろこしを使用し、他の国で製造される
ウィスキーよりもライトな味わい。

アメリカのウィスキーよりも飲みやすく軽い
味わいが特徴。

ピート香と呼ばれるスモーキーフレーバー
が特徴。総じて癖のある味わい。

※表示価格は全て税込です



Wine

グラスワイン【白】

グラスワイン【赤】

Sake

Cocktail

Shouchu

大関辛口特選（一合）

越の誉 辛口純米 彩（300ml） 冷酒

浦霞（300ml）冷酒

ジントニック

ラムトニック

カンパリソーダ

スプモーニ

カシスソーダ

ディタグレープフルーツ

いいちこ

豪気（麦焼酎）

薩摩邑（芋焼酎）

　　　　　    ボトル ￥3,060

一合 ￥750 ボトル ￥2,860

一合 ￥800 ボトル ￥2,960

  ￥610

￥1,230

￥1,740

 ￥740

 ￥740

 ￥740

 ￥740

 ￥740

 ￥740

￥510

￥510

ポテトチップ盛合せ

ミックスナッツ盛合せ

Snack

￥970

￥970

ボトルワイン

モンムソー クレマン・ド・ノワール

ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ

ルメ トレッビアーノ・ダブルッツォ

スモーキング・ルーン

ラ・クロワザード カベルネ・シラー

ブラゾン・ド・オーシエール

ファウンダース・エステート
　　　　　　　　　ピノ・ノワール

Sparkring

White

Red

￥4,490

￥3,870

￥3,980

￥4,590

￥3,870

￥4,690

￥5,100

※銘柄はスタッフにお尋ねください

※その他、ワインリストのご用意あります

ソーヴィニヨン・ブラン
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