
＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申しつけください。
＊Should you have any food allergies or special dietary requirements please inform your server.
＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅.

フードメニュー
FOOD MENU

お食事に＋���円でスープ、サラダをお付けできます
You can add soup and salad for 600 yen to your meal.

シーザーサラダ                                                                                                   �,���           (�,���)
Caesar Salad 

ミックスサンドイッチ                                                                                      �,���           (�,���)
Assorted Sandwiches

アメリカンクラブハウスサンドイッチ                                                       �,���           (�,���)
American Club House Sandwich

ビーフステーキサンドイッチ                                                                        �,���           (�,���)
Beef Steak Sandwich

魚介類のパスタ トマトソース                                                                      �,���           (�,���)
Seafood Pasta Tomato Sauce

マルゲリータ                                                                                                          ���               (���)
Margherita

県産牛肉と彩野菜カレー                                                                                  �,���           (�,���)
Okinawan Beef and Vegetables Curry



ケーキセット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  �,���         (�,���)
Cake Set

ケーキセレクション
CAKE SELECTION

イチゴのショートケーキ                                                                               ���         (���)
Strawberry Layer Cake

ルージュ フランボワーズ                                                                              ���         (���)
Rouge Framboise

ムース ブラン                                                                                                      ���         (���)
Mousse Blanc

チーズ タルト                                                                                                      ���         (���)
Cheese Tart

紅芋モンブラン                                                                                                  ���         (���)
Sweet Potato Mont Blanc

ミロワール ショコラ                                                                                        ���         (���)
Miroir Chocolat

ヴィエノワ　　　　                                                                                         ���         (���)
Viennois

お好みのケーキと紅茶、またはコーヒーをお選び下さい
Choice of cake will be served with tea or coffee.

＊食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申しつけください。
＊Should you have any food allergies or special dietary requirements please inform your server.
＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅



SPARKLING

WHITE

RED

オリオン 生                                                                                                                 ���               (���)
Orion Draft

アサヒ豊穣 生                                                                                                        ���           (�,���)
Asahi Houjou Draft

アサヒ、キリン、サッポロ、サントリー　小瓶 ���ml                         ���               (���)
Bottled Beer Asahi, Kirin, Sapporo, Suntory

ノンアルコールビール                                                                                       ���               (���)
Non Alcoholic Beer   

ビール
BEER

グラスワイン
GRASS OF WINE

エスパス・オブ・リマリ ブリュット（チリ）                                               ���               (���)
Espace of Limari Brut Special Edition

アンドリュー・ピース ノート シャルドネ（オーストラリア）                     ���               (���)
Andrew Peace Winemakers Notes Chardonnay

アンドリュー・ピース ノート カベルネ・ソーヴィニヨン（オーストラリア）              ���               (���) 
Andrew Peace Winemakers Notes Cabernet Sauvignon

 
＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅



ソフトドリンク / ミネラルウォーター
SOFT DRINK / MINERAL WATER

フレッシュオレンジ                                                                                          �,���            (�,���)
Fresh Orange

フレッシュグレープフルーツ                                                                         �,���            (�,���)
Fresh Grapefruit

パイナップル                                                                                                            ���                (���)
Pineapple

クランベリー                                                                                                           ���                (���)
Cranberry

ウーロン茶                                                                                                                ���                (���)
Oolong Tea

コーラ                                                                                                                        ���               (���)
Cola

コーラ ゼロ                                                                                                               ���                (���)                 
Cola Zero

ジンジャーエール                                                                                                  ���                (���)
Ginger Ale

アクアパンナ (スティル)   ���ml                                                                      ���                (���)
Aqua Panna (Still)

サンペレグリノ (スパークリング)   ���ml                                                    ���                (���)
San Pellegrino (Sparkling)

 
＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅



お好みの紅茶をセレクションの中からお選びください
Please choose your favorite tea from our selection.

コーヒー ＆ 紅茶
COFFEE & TEA

コーヒー                                                                                                                             ���                 (���)
Coffee

エスプレッソ                                                                                                                   ���                (���)
Espresso

カフェラテ                                                                                                              ���                (���)
Café Latte

カプチーノ                                                                                                              ���                (���)
Cappuccino

紅茶                                                                                                                          ���                 (���)
Tea

スムージー
SMOOTHIE

パッション スムージー  ( Passionfruit, Pineapple, Calpis, Syrup )                �,���          (�,���)
Passionfruit Smoothie

ブルーハワイ スムージー  ( Pineapple, Orange Syrup, Lemon )                    �,���          (�,���)
Blue Hawaii Smoothie

＊ (  )内の料金にはサービス料��％及び消費税が含まれております。
＊ (  ) prices include ��% service charge and consumption tax.
＊ 如有對食物過敏的客人、請務必在點餐前向餐廳工作人員申明
＊ (  )上述價格均已內含��%的服務費及消費稅



紅茶は下記のTWGティーセレクションの中からお好みの紅茶をお選びください。
Please choose your favorite tea from our selection.

コーヒー                                                                                                          
Coffee

エスプレッソ
Espresso

カフェラテ
Café Latte

カプチーノ
Cappuccino 

ドリンクメニュー
DRINK MENU

イングリッシュ ブレックファースト                                                                                                          
Engish Breakfast

ブラックティー
Black Tea

ブレックファースト アールグレイ
Breakfast Earl Grey

ハルムッティー
Harmutty

 ロイヤルダージリン                                                                                                          
Royal Darjeeling

アルフォンソ
Alfonso

スイート フランス
Sweet France

エターナルサマー
Erernal Summer


