Chef's Suggestion Menu

高知県産 真鯛のソテー
本日のソースで
Sautéed SEABREAM w/ Today’s Sauce

本日のソースは係にお尋ねください
写真はイメージです
Image is for illustration purposes

真鯛 Aコース ・パン または ライス ・ミニデザート

¥2,450

・コーヒー または 紅茶 付き

（税込）

with Bread or Rice, a Petit dessert, Coffee or Tea

真鯛 Bコース ・パン または ライス 付き

¥2,100 （税込）

with Bread or Rice

ビーフシチュー

季節の野菜を添えて

BEEF STEW with seasonal vegetables

牛肉をじっくりと煮込み、
デミグラスソースで仕上げた
ビーフシチュー。
季節の彩り野菜を付け合わせに。

シチュー
Aコース

・パン または ライス ・ミニデザート
・コーヒー または 紅茶 付き
with Bread or Rice, a Petit dessert, Coffee or Tea

シチュー
Bコース

¥2,650 （税込）

・パン または ライス 付き

¥2,350 （税込）

with Bread or Rice

上記 各 Aコースの『ミニデザート』は、プラス300円（税込）で
ショートケーキ ・ ＮＹチーズケーキ ・ モンブラン のいずれかにご変更いただけます。
ショートケーキ

Strawberry Cake

ニューヨーク
チーズケーキ

Cheese Cake

モンブラン

Mont blanc

DESSERT UPGRADE: You can UPGRADE your “Petit dessert” to the CAKE by 300YEN EXTRA .

Set
Drink

キリン一番搾り
樽詰生ビール

Wine (Red /White)

ホテルオークラ ワイン(赤・白)

KIRIN Ichiban Draft Beer

グラス Glass

生中

Medium Glass

360ml ¥780 （税込）

グラス

Small Glass

250ml ¥560 （税込）

ボトル

Bottle (750ml)

（税込）
¥3,950 （税込）

料理にお飲み物を付けて、セットでお楽しみください

● ホットコーヒー ● アイスコーヒー
● 紅茶 (セイロン・ダージリン・アールグレイ）
● アイスティー （レモン・ミルク・ストレート）

プラス 各378円(税込)

● ネルドリップコーヒー … プラス 432円(税込)

おかわりは一杯１０８円で承ります
（ホットのみ）

Soup&
Salad

コンソメスープ
594円（税込）
Beef Consommé / 法式清汤

スパークリングワイン
Sparkling Wine

キリン一番搾り 中瓶

¥720

Meal with a DRINK (either coffee or Tea)… ＋¥378 / a REFILL of the Drink …¥108

Small Bt

C.F.G.V. オペラ ブリュ 《フランス》
200ml ミニボトル ¥1,198 （税込）

KIRIN ICHIBAN Bottled Beer

中瓶(500ml) ¥920 （税込）

冬季限定

ホットワイン

ミックスナッツ ¥335

コンビネーションサラダ

¥648（税込）

Mulled Wine

Green Salad
花园露台沙拉/가든 테라스 샐러드

¥750 （税込）

埼玉県川越・『小江戸』の地ビール

スモーク３種盛り合わせ（パン付き）

¥1,555（税込）

Smoked Seafood Assortment with Bread

熏肉拼盘（带面包）/훈제 모듬(빵 포함)

コエドビール 伽羅
Japanese CRAFT BEER – COEDO --

小瓶（333ml) ¥800（税込）

赤みがかった深い黄褐色、伽羅色のビール。
白ぶどうやスパイシーな柑橘を感じさせる
アロマホップが香り、鮮やかで綺麗な苦味と
ともに口の中に広がります。

キリンゼロイチ

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL

◆ハイボール

Whisky and soda

（ノンアルコールビール）

Non-Alcoholic Beer
ノンアルに一番搾り製法を。
本格派アルコール0.00%飲料。

◆水割り

Whisky and water

◆ロック

小瓶（334ml) ¥620（税込）
八代不知火蔵（熊本県）

◆ ロック

むぎ焼酎 白水

◆ 水割り

各 ¥780

Whisky on the rocks

on the rocks

”SHOCHU”- Distilled Liquor of Japan --

Alc.25%

ジョニーウォーカー
ブラックラベル

（税込）

各 ¥700 (税込）

and water

◆ワインスプリッツァ ◆キール
各 ¥520 （税込）
Wine Spritzer
Kiｒ

名水百選 南阿蘇・
白川水源の水で仕上げました。
やさしい麦の香りとやわらかくまろやかな
味わいが特長の本格むぎ焼酎です。

◆カシスソーダ
Cassis and Soda

◆カシスオレンジ

Cassis and Orange

飲酒は２０歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。

生ハムサラダ（パン付き）

カプレーゼ（パン付き）

¥1,058（税込）

¥1,058（税込）

Raw Ham Salad with Bread
生火腿沙拉（带面包）/생햄 샐러드(빵 포함)

Caprese with Bread
卡布里沙拉（带面包）/카프레제(빵 포함)

Beer&
Wine

KIRIN Draft Beer

■キリン一番搾り

樽生ビール
グラス/ Small glass
¥560 （税込）
生中/ Medium glass ¥780 （税込）

Wine(White/Red)

■ホテルオークラ ワイン（白/赤）

Ｇｌａｓｓ ¥720 （税込） / Ｂｏｔｔｌｅ ¥3,950 （税込）
食材によるアレルギーのあるお客様は予め係りにお申し出ください
Kindly inform your waiter if you are allergic to certain foods or are observing dietary restrictions. 对食材过敏的顾客，请事先告知服务员。
식재료에 의한 알레르기가 있으신 손님께서는 미리 직원에게 말씀해 주시기 바랍니다.

Set
Drinks

Meal with a DRINK (either coffee or Tea)… ＋¥378 / a REFILL of the Drink …¥108

Dessert

料理にお飲み物を付けて、セットでお楽しみください

● ホットコーヒー ● アイスコーヒー
● 紅茶 (セイロン・ダージリン・アールグレイ）
● アイスティー （レモン・ミルク・ストレート）

プラス 各378円(税込)

● ネルドリップコーヒー … プラス 432円(税込)

おかわりはプラス１０８円で承ります
（ホットのみ）

・てりやきチキン＆ごぼうサラダ

Food

×１

コーヒー又は紅茶付き

a Cake

¥972（税込） 単品 ¥551（税込）

ニューヨーク
チーズケーキ

ショートケーキ

Teriyaki Chicken & Burdock Salad

・スパイシー枝豆チキン

ケーキセット

a Cake with coffee or tea

モンブラン

×１

Green Soybeans & Shredded Mayo Chicken

・ハム＆れんこんサラダ

根菜ミックスサンドイッチ
¥1,150（税込）

Lotus Root Salad & Ham ×１

・たまごサラダ Egg Salad ×１
上記４種のミックスサンドイッチです。
Assorted Sandwich

混合三明治/헬시 믹스 샌드위치

本日のパスタは
係にお尋ねください

バニラアイスクリーム

¥486（税込）

紅茶のシフォンケーキ
a Cake w/coffee or tea

각종 아이스크림

コーヒー又は紅茶付き
a Cake 単品

本日のパスタ（ミニサラダ付き）

¥1,328 （税込）

Mont blanc aux Marrons

Tea-Flavored fluffy cake
戚风蛋糕/ 시폰 케이크

Vanilla ice cream
各种冰激凌

海老マカロニグラタン（ミニサラダ付き）

Cheese Cake

Strawberry Cake

¥1,080（税込）
¥660（税込）

¥1,588 （税込）

Shrimp Macaroni Au Gratin with Small Salad
乳酪烤虾葱管面（带迷你沙拉）

Today’s Pasta with Small Salad
今日通心粉（带迷你沙拉）

チョコレートサンデー
Chocolate Sundae

오늘의 파스타(미니 샐러드 포함)

새우 마카로니 그라탱(미니 샐러드 포함)

a Sundae w/coffee or tea

コーヒー又は紅茶付き ¥1,080 （税込）
a Sundae 単品
¥660 （税込）

Specialite
ビーフストロガノフ
（ターメリックライス・ミニサラダ付き）

¥1,534 （税込）
Beef Stroganoff with Turmeric rice, Small Salad
俄式炒牛肉（带迷你沙拉）
비프 스트로가노프(미니 샐러드 포함)

グラタンやパスタなどと
ご一緒に

ハッシュドビーフ
（ライス・ミニサラダ付き）

¥1,534 （税込）
Hashed Beef with white rice, Small Salad
牛肉烩饭（带迷你沙拉）
핫슈드 비프(미니 샐러드 포함)

パン

Bread

￥２９２（税込）

ライス

ホテルオークラ自慢の
フレンチトースト
French toast

大仓饭店特色法式土司/호텔 오쿠라가 자랑하는 프렌치 토스트
a French Toast w/coffee or tea
コーヒー又は紅茶付き ¥1,534 （税込）
a French Toast

単品

¥1,058 （税込）

Rice

¥２９２（税込）

価格・内容等につきましては、変更する場合がございます

Prices and items may change without any prior notice. 价格和内容等可能会变更 가격·내용 등은 변경될 수도 있습니다.

Café Menu
コーラフロート / コーヒーフロート
Cola or Coffee Ice Cream Float

各¥700

いつものドリンクに
バニラアイスをのせて、
ちょっとぜいたくな
ひとときをどうぞ。

Coffee & Tea
コーヒー

(HOT or ICE)

エスプレッソ

Coffee

¥486

Espresso

ネルドリップ コーヒー
Nell drip Coffee

¥486

\508

ホットティ

Black Tea
（セイロン・ダージリン・アールグレイ）\

¥540
¥486

アイスティ

(ダージリン)
Iced Tea (Darjeeling)

\ 432

¥486

(HOT or ICE)

¥572

(HOT or ICE)

¥572

\ 572

Café Latte

カフェモカ

\ 572

Café Mocha

カプチーノ

(Ceylon Dimbula, Darjeeling or Arle Gray)

432

カフェラテ

ココア

Cappuccino

(HOT or ICE)

Cocoa

¥572
¥508

\ 443
辻利抹茶ミルク (HOT or ICE)
¥540
Matcha Latte
\ 508
緑茶

¥335

Green Tea

Beverage
コカコーラ
コカコーラゼロ

Coca Cola

¥443

Coca Cola ZERO

¥443

ジンジャーエール

Ginger Ale

¥443

アップルジュース

Apple Juice

¥432

オレンジジュース

Orange Juice

¥432

ホットミルク

Warm Milk

¥486

アイスミルク

Cold Milk

¥486

ペリエ （330ml）

Perrier

¥616

南フランス生まれの
炭酸入りミネラルウォーター。
お食事とご一緒にどうぞ。

◆ コーヒー ・ 紅茶のおかわりは
一杯 108 円で承ります（ホットのみ）
◇ 上記価格はすべて税込みです

\

