
 

生ビール                                DRAFT BEER
キリンハートランドビール 　　　　          ￥1,059
Kirin Hartland Beer

キリンブラウマイスター 　　                     ￥1,271
Kirin Brau Meister   

瓶ビール    (334ml)      BOTTLED BEER
キリンクラッシックラガー                 各/each￥1,059
Kirin Classic Lager

アサヒスーパードライ          
Asahi Super Dry

キリンフリー  
Kirin Free

カクテル                                       COCKTAIL
スクリュードライバー                         各/each￥1,271
Screwdriver

ジントニック  
Gin & Tonic

カシスオレンジ  
Cassis Orange

ワイン                                                      WINE
DBスパークリング　 　   　 　         glass￥1,059 
Sparkling Wine (Australia)
 
ヴーヴ クリコ   イエローラベル          glass￥2,119
Veuve Clicquot Yellow Label

白ワイン ・赤ワイン        　             glass￥1,236～
White /Red Wine 
※ワインリストは別メニューをご用意しております。
※WE HAVE A WINE TASTING & FULL WINE MENU AVAILABLE.

コーヒー                                            COFFEE
コーヒー 　　                                                       ￥848
Coffee
 ホット/コールドチョコレート                     ￥848
Hot or Cold Chocolate

アイスコーヒー                                                     ￥954
Iced Coffee  
 カフェインフリーコーヒー　 　                  ￥848
Decaffeinated Coffee

カプチーノ・カフェラテ・エスプレッソ　各   ￥954
Cappuccino/Cafe Latte/Espresso          each

ディルマ紅茶                         DILMAH TEA 
アイスティー　 　   　 　                  glass￥954 
Iced Tea  

ブリリアント・ブレックファスト          各/each￥848
Brilliant Breakfast

シングルエステート ダージリン  
Single Estate Darjeeling

オリジナル・アールグレイ  
Original Earl Grey

ローズ・フレンチバニラ  
Rose with French Vanilla

ジャスミン・グリーンティー  
Green Tea with Jasmine Tea

カモミール・フラワー(カフェインフリー) 
Decaffeinated Chamomile Flowers 

ペパーミント(カフェインフリー)  
Decaffeinated Peppermint Leaves 

※料金には税金・サービス料10%が含まれております。
※食べ物に制限やアレルギーのある方はお知らせください。
※All prices include 10% service charge and applicable 
    government tax.    
※Please advise us of dietary or allergies that you may have. 



 

スナック                                             SNACKS
    シェラトンバーガー                          各/each￥2,369
　200gビーフ、チーズ、オニオン、ベーコン、トマト、レタス、
マヨネーズを使ったハンバーガー　
サイドはフライドポテトまたはサラダからお選び下さい。
　　     Sheraton Burger 
Sheraton Burger, 200g pure beef fire grilled with cheese, 
sautéed onion, bacon, tomato, lettuce, mayonnaise fries or 
small Salad as healthy alternative 

クラブサンドイッチ　                　　　    
グリルチキン、カリカリベーコン、玉子焼き、レタス、トマトと
マヨネーズのサンドイッチ
サイドはフライドポテト または サラダからお選びください。

Club Sandwiches  
Club sandwich, grilled chicken, crisp bacon, fried egg, 
lettuce, tomato, mayonnaise,
served with fries or salad of greens   

ケーキセット            CAKE & COFFEE SET                  
                                                            ￥1,271
お好きなホームメードケーキを 淹れたてのコーヒーまたは
紅茶と一緒にお召し上がりください。
Enjoy your choice of cake with coffee 
or our selected Dilmah Tea.

デザート                                          DESSERT
                                                              各/each ￥876
アイスクリーム盛り合わせ 
Ice cream bowl
 
広島レモンマカロン 
リコッタチーズクリームと藻塩添え
              Hiroshima Lemon Macaroons with Ricotta Cheese 
Cream and Seaweed Salt [1]
　　　　　　　
アイススフレ　
チョコレートとオレンジリキュールフレーバー
       　                           Ice Soufflé Grand Marnier Chocolate [2]

今月のシェフのおすすめブリュレ               
Brulee of the month [3]

ベルギー産チョコレートのガトーショコラ 
バニラアイス添え
                                     Gateau au Chocolate, Belgian Chocolate Cake 
Served with Vanilla Ice Cream [4]

旬のフルーツで作ったカスタードトリュフ    
Seasonal Fruit Custard Triffle [5]

※料金には税金・サービス料10%が含まれております。
※食べ物に制限やアレルギーのある方はお知らせください。
※All prices include 10% service charge and applicable 
    government tax.    
※Please advise us of dietary or allergies that you may have. 

ベルギー産チョコレート の　　　　　　              広島レモンマカロン [1]　 
ガトーショコラバニラアイス添え [4]　

                                                                         

アイススフレ [2]   　　　　　　                             カスタードトリュフ [5]　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                  今月のシェフのおすすめブリュレ [3]

　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                                   ※写真はイメージです。
               　　　　　　　　　　　          ※Sample Photos
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