ランチコース

¥4,2 0 0

Lunch Course menu

前菜
Appetizer

カフェ
軽食

CAFÉ

Light Meal

本日のキッシュ

¥1,4 0 0

Quiche of the day

パン
Bread

ALLAMANDA 特製オリジナルバーガー
本日の日替わりパニーノ／チャバッタ生地

パスタ＆本日のサラダ
Pasta with Salad

魚料理 又は 肉料理
Main Dish
Todays ﬁsh or meat

¥1,50 0

ALLAMANDA Original Burgers

又は バゲット生地よりお選び下さい

¥1,4 0 0

Panini of the day / As your choice of dough for Ciabatta or Baguette

デザート

Dessert

ジェラートとソルベット盛合わせ

¥9 0 0

Gelato and Sorbets plate

ボネ、ピエモンテ風チョコプディング、ヘーゼルナッツのスープ

¥1,10 0

Bonnet chocolate pudding with Hazelnut soup

パテェシェよりドルチェの一皿
Dessert of the day

コーヒーか紅茶（ホット/ アイス）又は エスプレッソ
Coﬀee, Tea（Iced /Hot）or Espresso

Bon-Sai ティラミス

¥1,2 0 0

Tiramisu Bon-sai style

ぱりぱりキャラメイゼの濃厚チーズケーキ、
グリオットチェリーのソースで

¥1,2 0 0

Caramelized Cheesecake with deep cherry source

シチリア菓子 カンノーロ とマチェドニア
ピスタチオジェラートと共に

¥1,3 0 0

Sicilian Cannoli with Macedonia serving with Pistachio Gelato

アールグレイのフレンチトースト
バラのフレーバーにライチのジェラートを添えて

¥1,4 0 0

Earl Grey French Toast with Lychee Gelato

フロート

FLOATS

メロンクリームソーダ

¥8 0 0

Melon soda ﬂoat with vanilla ice cream

ブルーハワイクリームソーダ

¥8 0 0

Blue Hawaii soda ﬂoat with vanilla ice cream

コーヒーフロート

¥8 0 0

Cold Coﬀee with vanilla ice cream

コーラフロート

¥8 0 0

Coke with vanilla ice cream

すべての価格は税込表示です。
食材にアレルギーのあるお客様、お食事に制限のあるお客様は、ご注文の際に係りの者にお申し付けください。

All prices are in Japanese yen, and include consumption tax and service charge.Menu items and prices are subject to change without notice.
To greater ensure the quality of your dining experience,please let us know if you have any food allergies or restrictions.

アフタヌーンティーメニュー

Afternoon tea menu

¥4,50 0

ALLAMANDA お重箱（3 段）
ALLAMANDA SWEETS SUNSET CHEERS

Savory
カナッペ クリームチーズと生ハム

Canapé with cream cheese spread and prosciutto

スモークサーモンとアボカドのディップ

Smoked salmon with dipping source of Avocado

アランチーニ フリッタータ
Arancini & Frittata

プチトマトとモッツァレッラのスティック カプレーゼ オリーブ
Caprese & olives with stick of Mozzarella and tomato

カポナータ（イタリア風ラタトゥイユ）
Caponata（Italian style Ratatouille）

Pastry
プレーンスコーンと季節のスコーン
Plain scones / Seasonal scones

ホテル特製クリームと季節のコンフィチュール
Seasonal fruits Conﬁture with original cream

Pastry
ティラミス

パンナコッタ

Tiramisu / Panna cotta

チーズケーキ

ガトーショコラ

Cheese cakes / Chocolate cake

シュー

フルーツパイ or フルーツタルト

Choux Fruit pie or seasonal fruits tarte

ローズマリーのフィナンシェ

Financiers ﬂavored with Rosemary

パート･ド･フリュイ
Part de Fruits

チョコサラミ

Chocolate Salami

Drink
サイフォンコーヒー 又は 紅茶
（お好きな茶葉をお選びください）
Siphon coﬀee or Tea as your choice of leaves

厳選された芳醇な香りの豆をサイフォンコーヒーで仕上げて卓上サーブでお届けいたします
又は こだわりの茶葉を使用した贅沢な紅茶、お客様ご自身によるお好きなセレクトでお選び頂けます

事前予約制。前日15 時まで予約受付可。13：30 〜 16：0 0

お一人様×人数で賜ります。

お取り別けは行っておりませんのであらかじめご了承くださませ。
Please make a reservation by previous day until 3 o'clock p.m. Advanced Request Only.

すべての価格は税込表示です。
食材にアレルギーのあるお客様、お食事に制限のあるお客様は、ご注文の際に係りの者にお申し付けください。

All prices are in Japanese yen, and include consumption tax and service charge.Menu items and prices are subject to change without notice.
To greater ensure the quality of your dining experience,please let us know if you have any food allergies or restrictions.

