デザート・ソフトドリンク

お飲物（アルコール）

Dessert / Soft drink

ホテルオークラ伝統のフレンチトースト

Alcoholic Beverases

French Toast
￥1,431（￥1,731）

フレンチトーストセット

クラフトビール

French Toast Set

フレンチトースト、フルーツ添え、コーヒーまたは紅茶

Craft Beer
￥820（￥992）

博多ドラフト

French Toast, Fruit, Choice of Coffee or Tea.

・アルス（ケルシュ）

単品（フレンチトースト、フルーツ添え）1,000円（1,210円）のご注文も承ります。

・シェーンアルト（アルト）

・ダイコク（スタウト）

French Toast ,Fruit

Hakata Draft

じっくりと浸け込んだ厚切りのパンを、お客様にご注文をいただいてからふっくらと焼き上げます。
熱々のフレンチトーストにバターとメープルシロップをかけて、至福のひと時をお楽しみください。

ホテル地階で醸造しているビール職人こだわりのクラフトビールをお楽しみ下さい。

￥1,431（￥1,731）

パンケーキセット
Pancake Set

本日のシャーベット

￥600（￥726）

ピーチメルバ

￥800（￥968）

Today’s Sherbet

パンケーキ、コーヒーまたは紅茶
Pancake, Choice of Coffee or Tea.

Peach Melba

単品（パンケーキ）1,000円（1,210円）のご注文も承ります。

グレープフルーツゼリー ジン風味

￥1,000（￥1,210）

ケーキセット
Cake Set

・Als（Kölsch） ・Sehön Alt（Alt） ・Daikoku（Stout）

Enjoy our fresh craft beer brewed at house brewery in the hotel.

￥820（￥992）

国産ビール（小瓶）

Domestic Beer（Small）

￥800（￥968）

Grapefruit Jelly Gin Flavor

￥900（￥1,089）

クリーム・ブリュレ アイスクリーム添え
Cream Brulee with Ice Cream

￥600（￥726）

ケーキ各種

Variety of Cakes and Pastries

￥600（￥726）

バニラアイスクリーム

￥2,000（￥2,420）

フルーツの盛り合わせ
Assorted Fruits

Vanilla Ice Cream

￥600（￥726）

本日のアイスクリーム

各メニューに使用している特定原材料７品目をアイコンで表示しております。
On each menu item are labeled the pictogram corresponding to the seven
primary allergens.

Today’s Ice Cream

スパークリングワイン

Sparkling Wine
￥800（￥968）

グラス
Glass

ボトル

小麦
（Wheat）

卵（Egg）

乳（Milk）

Champagne

ハーフボトル（375ml）

￥8,000〜（￥9,680〜）

1/2 Bottle Champagne

￥4,000（￥4,840）

Bottle

※食材によるアレルギーのあるお客様は、予め係りにお申し付け
ください。

シャンパン

フルボトル（750ml）

￥12,000〜（￥14,520〜）

Bottle Champagne

そば
（Buckwheat）

Please ask our staff if you have any allergic, speciﬁc
dietary requirements.
落花生
（Peanut）

ソフトドリンク

えび
（Shrimp）

かに
（Crab）

Soft Drink

ハウスワイン（白・赤）
￥750（￥907）

コーヒー
Coffee

￥900（￥1,089）

レモンスカッシュ

￥750（￥907）

Tea

フレッシュハーブティ

￥1,000（￥1,210）

Fresh Herb Tea

カフェオレ

￥800（￥968）

Café au lait

Milk

￥600（￥726）

無脂肪乳

Juice

・オレンジ ・グレープフルーツ ・トマト
・アップル

・Orange ・Grapefruit ・Tomato

Fat Free Milk

カラフ（375ml）

￥1,800（￥2,178）

ボトル

￥3,300（￥3,993）

他にもワインをご用意しております。お気軽にスタッフへおたずねください。

￥700（￥847）

ジンジャーエール

￥700（￥847）

ペリエ

￥700（￥847）

Cola

other Alcoholic Beverases

ウイスキー

￥1,200〜（￥1,452〜）

ブランデー

￥1,500〜（￥1,815〜）

Brandy

Bottle

コーラ

その他のアルコール
Whisky

Glass

Carafe（375ml）

・Pineapple ・Guava ・Apple

￥600（￥726）

ミルク

￥700（￥847）

ジュース各種

・パイナップル ・グアバ

￥700（￥847）

グラス

Lemon Squash

紅茶

House Wine（White・Red）

The wine which isn’t on the Menu is available.
Feel free to ask our staff.

日本酒

￥700（￥847）

焼酎（芋・米・麦）

￥700（￥847）

Sake

Shochu（Sweet Potato・Rice・Barley）

Ginger Ale

Perrier

フレッシュジュース
Fresh Juice
・オレンジ
・Orange

・グレープフルーツ
・Grapefruit

￥1,000（￥1,210）
食材によるアレルギーのあるお客様は、予め係りにお申し付けください。
Please ask our staff if you have any allergic, speciﬁc dietary requirements.
料金は、本体価格および（サービス料 10％・消費税 10％ 込み価格）を表示しております。 The prices in bracket include 10% service charge and 10% tax.

