
premium tea menu

BLACK  TEA/Caffeine 紅茶  / カフェイン

GREEN  TEA/Caffeine 紅茶  / ライトカフェイン

HERB  TEA/Caffeine free 紅茶  / ノンカフェイン

オーガニック アールグレイ

オーガニック ダージリンエステート

ロイヤルミルクティー

\600

\600

\600

\600

\600

\600

\650

\800

\750

ゴールデンチップを使用した芳醇な紅茶に、一番搾りのベルガモットオイルをブレンド。エキゾチックな味わいの香り高いアールグレイです。

高品質の茶葉のみを使用した奥深い香りの贅沢な紅茶です。琥珀色のべっこう飴のような自然な甘さと滑らかな口当たりです。 

スイスのチョコレートを思わせるような自然で繊細な甘さを感じるアッサムを使用した、独特のバランスの良さをお楽しみください。

i c e

i c e

h o t

h o t

h o t

h o t

h o t

h o t

ホワイトオーチャード
繊細なホワイトティーと鮮やかな緑茶をベースにジューシーなメロンとピーチの香りをブレンド。優しいフルーツの香りが広がります。

カモミールシトラス

ジンジャーツイスト

オーガニック アフリカンネクター

レッドベリー

i c e レッドベリーレモネード

カモミールをベースにシトラスフルーツ、ローズヒップなどをブレンドした爽やかでまろやかな口当たりのハーブティーです。

ジンジャー、レモングラス、トロピカルフルーツとミントが作り出す調和のとれたブレンド。朝鮮人参がアクセントの切れのある味わいです。

ルイボスをベースに、ハイビスカスの花などをブレンドした甘く華やかな香りが印象的なハーブティーです。

口いっぱいに広がるベリーの香り。爽やかな味わいとレッドカラーが美しい、フルーツハーブティー。

女性人気が高いレッドベリーにレモンの爽やかな酸味をプラスし、よりスッキリとした味わいのハーブティーです。

マイティーリーフは 1996 年、自然・健康志向の高い
アメリカ・サンフランシスコで生まれた
高品質なティーブランドです。

口いっぱいに広がるベリーの香り。
レモンの爽やかな酸味をプラスし、
よりスッキリとした味わいのハーブティーです。

RED BERRY LEMONADE
レッドベリーレモネード

全てビーガン、コーシャの
認証を得た商品です。

オーガニックティーを
　　　　もっと身近に、
　　　　　　　　もっと楽しく。



drink menu

氷温熟成ブレンドコーヒー

アイスコーヒー

トラジャ・ロイヤルコーヒー

カフェラテ

カフェカプチーノ

カフェ・モカチーノ

キャラメルマキアート

ココア

抹茶ラテ

Blend coffee

Ice coffee

Toraja royal coffee

Cafe latte (Hot or Ice)

Cafe cappuccino

Cafe mochaccino

Caramel macchiato (Hot or Ice)

Cocoa (Hot or Ice)

Green tea latte (Hot or Ice)

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

トマトジュース

信州リンゴジュース

信州巨峰ジュース

信州白桃ジュース

ジンジャエール（スイート or ドライ）

コーラ

レモンスカッシュ

Orange juice

Grapefruit juice

Tomato juice

Shinsyu apple juice

Shinsyu grape juice

Shinsyu peach juice

Ginger ale (Sweet or Dry)

Cola

Lemon squash

\600

\600

\650

\700

\750

\750

\750

\750

\750

\600

\600

\600

\600

\600

\600

\550

\550

\550

Coffee and other drinks コーヒー etc

Soft Drink ソフトドリンク

キャラメルマキアート 抹茶ラテ



food menu

ホテルメイド　ビーフカレー
( サラダ・コーヒー or 紅茶 )

オムライス　【11:30~14:00 販売】

( サラダ・コーヒー or 紅茶 )

ナポリタン　【11:30~14:00 販売】

( サラダ・コーヒー or 紅茶 )

HOTEL MADE Beef curry 
with salad and coffee

Omelette rice
with salad and coffee

Naporitan
with salad and coffee

\1,050

\1,200

\1,200

オムライス ナポリタン チーズの盛り合わせ

サーモンと鶏ささみのホットサンド

小倉トースト

キャラメルバタートースト

トースト

コーンスープ

ミネストローネスープ

シーザーサラダ

ポテトフライ

オニオンフライ

チーズの盛り合わせ

ソーセージの盛り合わせ

Hot sand ” Salmon & chicken Breast”

Toast with “OGURA”

Caramel butter toast

Toast

Corn soup

Minestrone soup

Caesar sarad

French fries

Onion fries

Assorted Cheese

Assorted sausage

\800

\550

\550

\400

\450

\450

\700

\500

\600

￥1,200

￥800

Light Meal フード



sweets menu

ホテルメイド　ケーキ各種

アイスクリーム　バニラ

アイスクリーム　抹茶

アイスクリーム　ストロベリー

カフェ・アフォガード

ケーキセット ( コーヒー or 紅茶 )

ケーキ 5 個セット ( コーヒー or 紅茶 )

クリームあんみつ

HOTEL MADE cake

Vanilla ice cream

Green tea ice cream

Strawberry ice cream

Cafe affogato

Cake set (Cake with coffee or tea)

Five pieces of cake and coffee or tea

Mitsumame topped with bean jam

ビール小瓶　スーパードライ

ビール小瓶　一番搾り

ウィスキー

Beer  [Asahi]

Beer  [Kirin]

Whiskey The Glenlivet

\400~

\500

\500

\500

\750

\900

\1,700

\700

\650

\650

\700

Sweets デザート

Alcoholic beverages アルコール

＊価格は全て税別となっております。
＊The price does not include tax.

＊アレルギーをお持ちの方はスタッフまでお申し付けください。

ケーキ５個セット クリームあんみつ
※写真はイメージです


