
SOFT DRINK  
 
Seasonal Drink（季節の逸品）    
生姜香る巨峰のフレッシュフルーツティー 

KYOHO grape tea with fresh fruits 
 ‟ginger flavor‶ 

 

旬の巨峰とオレンジ、苺を贅沢に使った 
生姜がほのかに香るフルーツティー 

 

 

¥1,650 
 

 
Japanese Black Tea（和紅茶）  
レモンバーム香る嬉野紅茶のティーソーダ  

URESHINO tea soda 
ほのかな甘みを感じられる嬉野紅茶を使用した 
さっぱりとした夏らしいティーソーダ 

¥1,500 

おくむさし（大分県）    
OKUMUSASHI tea 
豊後大野市の自然な土地で育てられた透明感のある色と 
若々 しい香りにコクと深みのある味わい 

1,400 

天の上紅茶（熊本県）                 
AMANOJYOU tea 
無農薬、無肥料で環境に配慮した方法で栽培された 
華やかな香りと飲みやすさが特徴の和紅茶 

1,400 

武士の紅茶（鹿児島県）                             
Samurai tea 
薩摩藩士が研究し、日本の紅茶発祥の地で生まれた 
舌の奥に残る爽やかな酸味を持った逸品 

1,450 

 
Flavored Green Tea（緑茶フレーバーティー）  
グリーン・マチネ 

Green Matinee tea 
（緑茶・紅花・薔薇・コーンフラワー・マンゴー香料） 
緑茶にマンゴーとローズを合わせた、華やかでフルーティーな香り 

¥1,400 

ジンセン・フライト・オブ・ドラゴン 
Ginseng Flight of Dragon tea 
（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） 
フルーティーな香りとジンセンの旨味が口いっぱいに広がります 

1,500 

 
Soft Drink 
紀州有田みかん 100%ジュース 
Japanese mandarin orange juice 

¥1,600 

津南高原にんじんミックスジュース 
Carrot mix juice 
（にんじん・りんご・レモン・梅エキス） 

1,300 

ビーツ《コールドプレスジュース》 
Beets 
（ビーツ・アップル・緑茶・梨・レタス・レモン） 

1,650 

ピンクザクロ《コールドプレスジュース》 
Pink Pomegranate 

1,650 

スパークリングとまと 
Sparkling Tomato 

1,600 

 

 
 
Tea   
オリジナルホテルブレンド 
Original hotel blend tea 

¥1,350 

旬摘みダージリン 
Darjeeling tea 

1,400 

アールグレイ 
Earl grey tea 

1,400 

ロイヤルミルクティー（アイス／ホット） 
Royal milk tea (Ice / Hot) 

1,400 

アイスティー（アールグレイ） 
Iced tea (Earl grey) 

1,350 

 
Herbal Tea  

カモミールブレンドティー 
Chamomile blend tea 

（ジャーマンカモミール・レモングラス・スペアミント） 

¥1,400 

フルーツカクテルティー 
Fruits cocktail tea 

（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） 

1,400 

 
Coffee 
有機栽培珈琲 

Organic coffee 
レインフォレスト・アライアンス認証農園産 
酸味を抑えたバランスのとれた味わい 

¥1,400 

ブレンドコーヒー（アイス／ホット） 
Blend coffee (Ice / Hot) 

1,350 

アメリカンコーヒー 
American coffee 

1,350 

エスプレッソ 
Espresso 

1,350 

カフェオレ（アイス／ホット） 
Café au lait (Ice / Hot) 

1,400 

カプチーノ 
Cappuccino 

1,400 

カフェラテ（アイス／ホット） 
Café latte (Ice / Hot) 

1,400 

 
 
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。 
写真はイメージです。季節・天候により料理内容、器等が変更になる場合がございます。 
当店では環境に配慮した生分解性ストローまたは紙ストローを使用しております。 
All prices include 10% service charge and consumption tax. 
Kindly inform our staff, if you are allergic to certain foods or observing dietary 
restrictions. 
The actual presentations may differ from what you see in the photo. 

 
 
 



FOOD & CAKE SET / ALCOHOL 
 

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) 

Club house sandwich 
(Tomato, Lettuce, Bacon, 

 Egg, Chicken) 
 

¥2,400 
  

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) 

Mixed sandwich 
(Ham, Cheese, Tomato 

Cucumber, Lettuce)  
 2,000 

Salads 
 ニース風サラダ 

赤ワインヴィネガーの 
ドレッシング 
Salad Nicoise  

with red wine vinegar 
dressing 

¥1,950 
  

イタリア産生ハムとロメイン
レタスのシーザーサラダ 

Caesar salad 
 

1,900 

Side Orders 
  

ヨーロピアンチーズ 
盛り合わせ 

Assortment of cheese 
 

¥2,200 
  

フライドチキン  
フレンチフライ添え 

Fried chicken  
and fried potato 

2,300 
 

セットドリンク add Coffee or Tea            + ¥950 

上記のお料理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 

ホテルブレンドティー／アイスティー 
 
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。 
写真はイメージです。季節・天候により料理内容、器等が変更になる場合がございます。 
当店では環境に配慮した生分解性ストローまたは紙ストローを使用しております。 
All prices include 10% service charge and consumption tax. 
Kindly inform our staff, if you are allergic to certain foods or observing dietary 
restrictions. 
The actual presentations may differ from what you see in the photo.  

 

Cake set  
 

有田焼で楽しむケーキセット                              
¥1,950 

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  

【お好みのケーキを下記からひとつお選びください】 
 

 
 
 
  

 
苺のショートケーキ  ガトーマルジョレーヌ   モンブラン        サヴァラン オ ロム 

※いちごのショートケーキのみアルコールを使用しておりません 

 

 

 

 
 

【期間限定】クラウンメロンロールケーキ 

ドリンクセット ¥2,040 
 

マスクメロンの王様“クラウン

メロン”を贅沢に使った期間限

定のロールケーキです。すーっ

と口の中で溶けていく至福の瞬

間をお楽しみください。 

※アルコールを使用しておりません 

【ケーキセットのお飲み物は下記からおひとつお選びください】 
嬉野紅茶／ホテルブレンドティー／アールグレイ／ダージリン 

カモミールブレンドティー／フルーツカクテルティー 
アイスティー／ブレンドコーヒー／アメリカンコーヒー 

Alcoholic Drinks 
Champagne 
パイパーエドシックエッセンシエル  

Piper-Heidsieck Essentiel  
by Keio Plaza Hotel 

Glass 
Bottle 

¥3,200 
20,000 

White wine 
ジェイコブス クリーク シャルドネ  

Jacob’s Creek Chardonnay 
Glass 
Bottle 

¥1,400 
7,500 

Red wine 
ジェイコブス クリーク シラーズ 

Jacob’s Creek Shiraz 
Glass 
Bottle 

¥1,450 
8,000 

 Beer 
ザ・プレミアムモルツ（生ビール） 
The premium malt’s(Draft) 

¥1,450 

アサヒ スーパードライ（小瓶） 
Asahi Super Dry(Bottle) 

1,400 

ノンアルコールビール 
Non-alcohol beer 

1,350 

 

Dried Snacks 
燻製ナッツ 
Smoked nuts 

¥1,200 

ビーフジャーキー 
 Beef jerky 

1,600 

ドライフルーツ 
 Dried fruits 

1,550 

 

ロールケーキのみ  ¥990 

 


