Four Season Café
1990

フォーシーズンカフェ

料金は 2018 年 6 月現在のものです。諸事情により予告なしに料金を改定させていただく場合ございます。
メニュー料金には消費税が含まれています。 ＊The consumption tax is included in the price.
食材にアレルギーのあるお客様、食事制限がおありのお客様はご注文の際にスタッフまでお申し付けください。
＊To greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies.

SNACK MENU
オムライス

11:00~15:00LO

デミグラスソース（サラダ、コーヒー付き）

￥８５０

Chicken rice with omelet, demi-glace sauce, with salad & coffee

オムライス

ケチャップソース（サラダ、コーヒー付き）

￥８５０

Chicken rice with omelet, tomato ketchup sauce, with salad & coffee

徳島彩鶏唐揚げのサラダうどん

醤油風味または胡麻風味（コーヒー付き）

￥８５０

Cold Japanese noodle UDON & fried premium chicken & salad,
soy sauce dressing or sesame dressing, with coffee

ピラフ（サラダ、コーヒー付き）

￥８５０

Pilaf, with salad & coffee

梅ピラフ（サラダ、コーヒー付き）

￥８５０

UME plum pilaf, with salad & coffee

カレーピラフ（サラダ、コーヒー付き）
Curry pilaf, with salad & coffee

TOPPING 追加トッピング
ポークカツ add pork cutlet ＋¥ 200
徳島彩鶏の唐揚げ add fried premium chicken ＋¥ 200
目玉焼き add fried egg ＋￥100

￥８５０

SNACK MENU

11:00~15:00LO

ポークカツカレー（サラダ、コーヒー付き）

￥１０００

Curry rice with pork cutlet, with salad & coffee

徳島彩鶏の唐揚げカレー（サラダ、コーヒー付き）

￥１０００

Curry rice with fried premium chicken, with salad & coffee

デミグラスハヤシライス（サラダ、コーヒー付き）

￥８５０

Hashed meat rice, with salad & coffee

ビーフカレー（サラダ、コーヒー付き）

￥８５０

Beef curry rice, with salad & coffee

スパゲティナポリタン（サラダ、コーヒー付き）

￥８５０

Spaghetti Napolitan with ketchup sauce, with salad & coffee

ハム＆チーズオムレツ（パン、コーヒー付き）
Ham & cheese omelet, with toast & coffee

TOPPING 追加トッピング
ポークカツ add pork cutlet ＋¥ 200
徳島彩鶏の唐揚げ add fried premium chicken ＋¥ 200
目玉焼き add fried egg ＋￥100

￥８５０

SNACK MENU

11:00~15:00LO

ポークカツサンドウィッチ（コーヒー付き）

￥８５０

Pork cutlet sandwich, with coffee

ホットベーコンサンドウィッチ（コーヒー付き）

￥８５０

Hot bacon sandwich, with coffee

ホットオムレツサンドウィッチ（コーヒー付き）

￥８５０

Hot egg sandwich, with coffee

ミックスサンドウィッチ（コーヒー付き）

￥８５０

Mixed sandwich, with coffee

たっぷり玉子サンドウィッチ（コーヒー付き）

￥８００

Egg sandwich, with coffee

トースト＆フォーシーズンサラダセット（コーヒー付き）
Toast & salad set, with coffee

￥７００

PAN CAKE & FRENCH TOAST

11:00～15:00LO

バターミルクパンケーキ＆バナナ（コーヒー付き）

￥７００

Buttermilk pancake & banana, with coffee

チョコレートサンデー

バターミルクパンケーキ（コーヒー付き）

￥８００

Buttermilk pancake, vanilla ice cream & chocolate sauce, with coffee

フレンチトースト（コーヒー付き）

￥７００

French toast, with coffee

ICE CREAM & DRINK MENU

11:00～15:00LO

／ 抹茶アイスクリーム

Green tea ice cream

バニラアイスクリーム
ブレンドコーヒー

Vanilla ice cream

Blended coffee

／ アメリカンコーヒー

紅茶（レモン・ミルク・ストレート）
ホットミルク

Hot milk

American coffee

Tea *lemon, milk or straight

／ アイスミルク Ice milk

￥４００
￥４００
￥４００
￥４００

アイスコーヒー Ice coffee

￥４５０

アイスティー（レモン・ミルク・ストレート） Ice tea *lemon, milk or straight

￥４５０

カフェオレ Hot café au lait

￥４５０

オレンジジュース

／ アイスカフェオレ Ice café au lait

Orange juice

／ グレープフルーツジュース Grapefruits juice

￥４００

トマトジュース Tomato juice
コカコーラ Coca cola ／

ジンジャーエール

￥４００

Ginger ale

￥４００

JAPANESE SWEETS MENU

11:00～15:00LO

和風甘味
ぜんざい（ほうじ茶付き）

￥６００

“ZENZAI” sweet AZUKI bean soup with baked rice cake
阿波和三盆糖で仕上げた、風味のある柔らかな小豆が入ったつぶ餡のお汁粉に焼き餅を加えました。

あべ川餅（ほうじ茶付き）

￥６００

“ABEKAWA-MOCHI” roasted-soybean-powdered rice cake
京都の高級和菓子店でも使用されている最高級きなこに阿波和三盆糖を加えました。

磯辺焼き餅（ほうじ茶付き）
“ISOBE-YAKI-MOCHI” roasted rice cake with NORI seaweed, soy sauce seasoned
醤油で香ばしく焼き上げたお餅を、徳島名物のピリ辛海苔で巻きました。

￥６００

SUMMER JAPANESE SWEETS MENU
夏季限定 和風甘味
氷

11:00～15:00LO

和三盆糖みぞれ（ほうじ茶付き）

￥６００

Shaved ice with traditional cane sugar syrup

氷

和三盆糖あずき（ほうじ茶付き）

￥７５０

Shaved ice with traditional cane sugar syrup & stewed bean jam

氷

宇治抹茶（ほうじ茶付き）

￥７００

Shaved ice with green tea syrup

氷

宇治金時（ほうじ茶付き）

￥８５０

Shaved ice with green tea syrup & stewed bean jam

氷

いちご（ほうじ茶付き）

￥７００

Shaved ice with strawberry syrup

氷

マンゴー（ほうじ茶付き）

￥７００

Shaved ice with mango syrup

氷

珈琲ゼリー（ほうじ茶付き）

￥７５０

Shaved ice with coffee jelly condensed milk
TOPPING ＊お好みで追加を承ります。
白玉

add white dumplings ＋￥１００

練乳

add condensed milk ＋￥１００

あずき（小倉餡） add sweet bean jam

＋￥１５０

白玉ぜんざい（ほうじ茶付き）

￥６００

Sweet AZUKI bean soup, with white dumpling

冷やし白玉あずき（ほうじ茶付き）

￥６００

＊こし餡または小倉餡のどちらかをお選びください。
Cold stewed sweet bean (smoothed or mashed) with white dumplings

くず餅

和三盆糖きなこ（ほうじ茶付き）

￥６００

Arrowroot starch dumplings with soybean powder & brown sugar syrup

MORNING SET MENU
モーニングセット

7:00～11:00

Ａセット：トースト＆サラダ

￥６００

コーヒーまたは紅茶付き
A set: Toast & salad, with coffee or tea

Ｂセット：サンドウィッチ

￥６００

コーヒーまたは紅茶付き
B set: Sandwich, with coffee or tea

Ｃセット：パンケーキ＆バナナ

￥６００

コーヒーまたは紅茶付き
C set: Pancake & banana, with coffee or tea

Ｄセット：ハムチーズオムレツ＆トースト

￥６００

コーヒーまたは紅茶付き
D set: Ham cheese omelet & toast, with coffee or tea

Ｅセット：フレンチトースト
コーヒーまたは紅茶付き
E set: French toast, with coffee or tea

Morning Ticket
モーニングチケット発売中
11 枚つづり￥６０００
１冊あたり￥６００お得です。

￥６００

