ご朝食
6:30〜11:00

アメリカンブレックファースト
フレッシュジュース

オレンジ 又は グレープフルーツ

フレッシュフルーツ

メロン・グレープフルーツ・阿波旬のフルーツ

ヨーグルト

ハチミツ・ドライフルーツ・フロストシュガー

サラダ（下記より１種お選びいただけます）

阿波尾鶏のスモークとグリーンサラダ 又は
トマトとモッツアレラのバジル風味

玉子料理

オムレツ・目玉焼・ポーチドエッグ・ボイルエッグ

付け合せ

ベーコン・ホワイトロースハム・ソーセージ

Breakfast

シリアル

コーンフレーク・チョコフレーク・フルーツグラノーラ・オールブラン

パン（お好みのパンをお選びいただけます）
バター・ジャム3種とご一緒に

バゲット・穀物パン・クロワッサン・トースト

お飲み物 （お好みの飲み物をお選びいただけます）

コーヒー・紅茶・ミルク・カフェオレ・ホットチョコレート

追加料金￥1,500にてご利用いただけます。
ドアノブメニューにて22:00までにお申し込みください。

食物アレルギーをお持ちのお客様はご遠慮なくお申しつけください。
料金は全て税・サービス料別です。

ご朝食

ご朝食

6:30〜11:00

6:30〜11:00

和朝食

ヘ ル シ ー ブ レック ファ ー スト

フレッシュジュース

フレッシュジュース

小付け

フレッシュフルーツ

煮物

ヨーグルト

オレンジ 又は グレープフルーツ

旬の小付け

本日の煮物

焼き物

鰺干物 又は 鯛柚庵焼き

オレンジ 又は グレープフルーツ

メロン・キウイ・グレープフルーツ・オレンジ

プレーン 又は アロエ

野菜料理（お好みの野菜料理をお選びいただけます）

郷土料理

グリーンリーフと水菜、大根、香草サラダ
トマトとオニオンのサラダ
カリフラワー、ブロッコリー、大根、にんじんのスチーム

玉子料理

コーンフレーク・オールブラン・フルーツグラノーラ・穀物パン

酢の物

コーヒー・カフェインレスコーヒー・ハーブティー・
豆乳・低脂肪ミルク

竹ちくわ、
じゃこ天

出汁巻き玉子 染おろし

もずく酢

シリアル 又は パン（お好みの物をお選びいただけます）
お飲み物（お好みの飲み物をお選びいただけます）

御飯

白飯 又は 鯛飯

味噌汁

追加料金￥800にてご利用いただけます。
ドアノブメニューにて22:00までにお申し込みください。

鳴門わかめ、豆腐、葱

香の物

漬物3種

果物
お飲み物 （お好みの飲み物をお選びいただけます）

コーヒー・紅茶・ミルク・カフェオレ・ホットチョコレート

追加料金￥1,500にてご利用いただけます。
ドアノブメニューにて22:00までにお申し込みください。

食物アレルギーをお持ちのお客様はご遠慮なくお申しつけください。
料金は税・サービス料別です。

食物アレルギーをお持ちのお客様はご遠慮なくお申しつけください。
料金は全て税・サービス料別です。

コンチネンタル
12:00〜23:00

前菜・スープ・サラダ
コーンクリームスープ 又は オニオンスープ

¥600

ミックスグリーンサラダ

¥600

オニオンとトマトのサラダ 鳴門わかめ添え

¥700

サンドウィッチ
ミックスサンドウィッチ フライドポテト添え

¥1,200

鳴門鯛カツバーガー ソーセージ添え

¥2,000

阿波美豚のフィレ肉カツサンド

¥2,400

メインディッシュ
ビーフカレー サラダ付

¥2,400

阿波ジューシーハンバーグステーキ

¥2,900

国産フィレステーキ

¥5,000

スープ・サラダ・パン 又は ライス付

Meals

スープ・サラダ・パン 又は ライス付

和食
18:00〜23:00

鳴門わかめうどん

¥800

ぶっかけうどん

¥800

鳴門わかめ茶漬け 香の物

¥750

鳴門鯛茶漬け 香の物

¥950

追加¥500で天婦羅（海老・阿波野菜2種）をご利用いただけます
温 又は 冷をお選びいただけます
鳴門わかめ・ちりめん山椒・海苔からお選びいただけます

おにぎり
（2個）味噌汁・香の物

食物アレルギーをお持ちのお客様はご遠慮なくお申しつけください。
料金は全て税・サービス料別です。

お子様メニュー
6:30〜23:00

コーンスープ&バターロールパン

¥650

キッズハンバーグプレート
フライドポテト・サラダ添え

¥1,500

お子様カレー
フライドポテト・ソーセージ添え

¥1,000

フライドポテト

¥400

ココア

¥800

ミルク

¥500

ホット 又は アイス
ホット 又は アイス
※上記以外のメニュー（離乳食など）につきましても承ります。
内線10までお問い合せください。

デザート
11:00〜23:30

Kids menu
and desserts

ホテルメイドケーキ

¥600〜

すだちシャーベット

¥650

アイスクリーム（バニラ・鳴門金時）

¥800

鳴門金時パフェ

¥1,100

フレッシュフルーツ

¥1,500

(パイナップル・キウイ・グレープフルーツ・オレンジ・メロン）

追加料金¥500でコーヒー 又は 紅茶をご利用いただけます

食物アレルギーをお持ちのお客様はご遠慮なくお申しつけください。
料金は全て税・サービス料別です。

ワイン
6:30〜23:00

スパークリングワイン
キュヴェ ドン ペリニョン
Full Bottle ¥35,000

モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル
Half Bottle ¥8,500

Full Bottle ¥14,000

クレマン ド ボルドー

キュヴェ ロワイヤル ブリュット J.L.バララン
Full Bottle ¥6,500

白ワイン
シャブリ ウィリアム フェーヴル
Full Bottle ¥9,500

ゲヴュルツトラミネール F.E トリンバック
Half Bottle ¥4,500

Full Bottle ¥7,500

カステル ブレサック ブラン

Wine List

Full Bottle ¥4,500

赤ワイン
シャトー ボーモン
Full Bottle ¥9,000

キアンティ クラシコ メリーニ
Half Bottle ¥4,500

Full Bottle ¥7,500

カステル ブレサック ルージュ
Full Bottle ¥4,500

料金は全て税・サービス料別です。

ドリンク
6:30〜23:00

ビール（小瓶）

各 ¥900

サントリー プレミアムモルツ
アサヒスーパードライ
キリン一番搾り

カクテル

各 ¥950

ジントニック
モスコミュール
カシスソーダ
スプモーニ

ウィスキー＆ブランデー
バランタイン ファイネスト
Glass ¥850

Beverages

Bottle ¥8,500

ジム ビーム
Glass ¥850

Bottle ¥8,500

ヘネシー V.S.O.P
Glass ¥1,900

Bottle ¥20,000

焼酎&日本酒
すだち酎
Glass ¥850

Bottle ¥5,500

麦焼酎 おおぼけこぼけ
Glass ¥850

Bottle ¥5,500

芋焼酎 鳴門金時
Glass ¥950

Bottle ¥6,600

鳴門鯛 純米吟醸原酒
Bottle ¥6,600

料金は全て税・サービス料別です。

ソフトドリンク
6:30〜23:00

フレッシュジュース

¥850

すだち

¥600

アップル

¥600

ペプシコーラ

¥600

ジンジャーエール

¥600

コーヒー

¥650

紅茶

¥650

オレンジ 又は グレープフルーツ

ホット 又は アイス
ホット 又は アイス

ミネラルウォーター
エビアン（硬水）
〈フランス〉330ml

¥600

ペリエ（発泡硬水）
〈フランス〉330ml

¥600

Beverages

料金は全て税・サービス料別です。

