
Darjeeling Tea 
Earlgrey Tea 
Select Tea 

Original Sweets 
ホテルパティシエオリジナルスイーツ 

Home made Ice Cream & Sherbet 

ホテル特製アイスクリームとシャーベット ・・・・・・・・・・・・・・・・￥850 

Autumn Afternoon Tea 
秋のアフタヌーンティー セット  

※写真はイメージです。 

Autumn Desserts  

デザート 
秋がテーマのパティシェオリジナルデザート 

Savory 

セイボリー 
季節のフルーツや生ハムなど 

Sandwich & Scone 

サンドイッチとスコーン 
ホテルメイドのサンドイッチとスコーン 

￥3,500 

 

下記アイテムより、お好みの紅茶をお選び下さい。 
 

         

※上記料金にサービス料１０％を加算させて頂きます。 

Cake Set (Coffee or Tea) 
ケーキセット ・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,400 
 

ホテルパティシエ特製のケーキの中から、 

お好きなものをお選びいただけます。 

Cake Set 
ケーキセット 

※提供時間  12:00～18：00 

ダージリンティ- 

アールグレイティー 

おすすめの紅茶 



※上記料金にサービス料１０％を加算させて頂きます。 

Original Sandwiches Set 
オリジナル サンドイッチ セット 

Choice of Coffee, Tea, or Soft Drinks 
サンドイッチセットには、 

コーヒー、紅茶又はソフトドリンクがつきます。 

Tomato & Mozzarella Sandwich 
トマトとモッツァレラのサンドイッチ 
 

トマトとモッツァレラチーズを使用し、 

特製ソースで仕上げた『カプレーゼ』をイメージしたサンドイッチ。 

"Jigemonn"Pork Cutlet Sandwich 
島原じげもん豚のカツサンド 
 

島原半島の一体で育てられたSPF規格のじげもん豚を 

厳選使用した特製カツサンド。 

￥2,400 

￥1,900 

￥2,200 

￥1,900 

 

Clubhouse Sandwich 
クラブハウスサンドイッチ 
 

長崎県産若鶏とニューヨークレタスとトマトと薄焼き卵、 

クリスピーベーコンを厚めのグラハムパンで挟んで仕上げた、 

ラウンジ特製サンドイッチ。 

Hotel Europe Original Scone 
ホテルヨーロッパ オリジナルスコーン 

外はサックリ、中はしっとり、味と食感にこだわった 

ホテルパティシエ特製オリジナルスコーンです。 

お持ち帰り用もご用意いたしますので、 

お気軽にお申し付けください。 

各種 ￥300 

●プレーン  ●コーヒー   ●抹茶  ●アールグレイ 

 

※写真はイメージです。 

※写真はイメージです。 

Mixed Sandwich 
ミックスサンドイッチ 
 

ハムやタマゴ、野菜やツナを一皿に凝縮したバラエティ豊かな 

ラウンジ特製ミックスサンドイッチ。 



Coffee 
コーヒー 

Tea 
ティー 

※上記料金にサービス料１０％を加算させて頂きます。 

Hotel Europe Original Mint Tea 
ホテルヨーロッパ オリジナル ミントティー 

高級ジャスミンティーを使用したオリジナルミントティー。 

ほのかなジャスミンの香りと爽やかなミントの香りが織り成す 

風味が優雅さを更に演出します。 
 

※アイスもご用意できます。 ￥1,100 

写真はイメージです。 

 

￥920 
 

￥970 
 

￥970 
 

￥920 

 

￥970 
 

¥1,100 
 

￥1,100 
 

￥970 

 

Hotel Europe Selected Coffee ( Hot or Ice ) 

ホテルヨーロッパ セレクトコーヒー   ･･････････････････････････････････････小菓子付 

Café Latte ( Hot or Ice ) 

カフェ ラテ   ･････････････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Café au Lait ( Hot or Ice ) 

カフェ オ レ  ････････････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Espresso ( Single or Double ) 

エスプレッソ  ････････････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Cappuccino 

カプチーノ   ・････････････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Café Mocha  

カフェモカ   ・････････････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Viennese Coffee 

ウィンナーコーヒー ････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Tea Coffee Half＆Half 

ティーコーヒー ハーフアンドハーフ ････････････････････････････････････小菓子付 

Darjeeling Tea ( Hot or Ice ) 

ダージリン ティー  ･････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Assam Tea 

アッサム ティー  ･･･････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Uva Tea 

ウヴァ ティー  ･･････････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Rooibos Tea 

ルイボス ティー ････････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Cinnamon Tea ( Flavored Tea ) 

シナモン ティー  ･･････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Vanilla Tea ( Flavored Tea ) 

バニラ ティー  ･････････････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Earl Grey Tea ( Flavored Tea ) 

アールグレイ ティー  ･･････････････････････････････････････････････････････小菓子付 

Decaf  Earl Grey Tea ( Flavored Tea ) 

デカフェ アールグレイ ティー  ･･･････････････････････････････････････・･･･小菓子付 

Royal Milk Tea 

ロイヤル ミルク ティー ･･････････････････････････････････・・････････････････小菓子付 

 

￥920 

 

￥920 
 

￥920 
 

￥920 
 

￥970 
 

￥970 
 

￥970 

 
¥970 

 

￥1,100 
 



※上記料金にサービス料１０％を加算させて頂きます。 

 

￥900 
 

￥950 
 

￥720 

 

￥820 
 

￥720 
 

￥720 
 

￥720 
 

￥720 
 

￥720 
 

￥720 

 
¥1,050 

 

 

￥1,950 
 

￥1,500 

Beer 
ビール 

Beer ( Kirin, Asahi ) 

国産ビール（ キリン、アサヒ ） ･････････････････････････････････････････････････････ 

Guinness Stout 

ギネス スタウト  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 

Non-Alcoholic Beer ( Alcohol 0% ) 

ノンアルコールビール ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 

Sasebo Orange Juice 

佐世保温州みかんジュース ･･････････････････････････････････････････････････････ 

Orange Juice ( Chilled ) 

オレンジ ジュース  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 

Grapefruit Juice ( Chilled ) 

グレープフルーツ ジュース  ･･･････････････････････････････････････････････････････ 

Apple Juice ( Chilled ) 

アップル ジュース  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 

Pineapple Juice ( Chilled ) 

パイナップル ジュース  ･････････････････････････････････････････････････････････････ 

Coca Cola 

コカ コーラ  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

Ginger Ale ( Dry ) 

ジンジャー エール   ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 

Float ( coffee, tea, cola, melon ) 

フロート各種（コーヒー・紅茶・コーラ・メロンソーダ）･･････････････ 

Soft Drink 
ソフトドリンク 

 

￥750 
 

￥920 

 

￥1,100 

 

￥970 

Wine 
ワイン 

Other 
その他 

Milk ( Hot or Ice ) 

ミルク･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

Cocoa ( Hot or Ice ) 

ココア･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

Original Pink Pepper Cocoa 

オリジナル ピンクペッパー ココア･････････････････････････････････････････････････ 

Hojicha Latte  

ほうじ茶ラテ ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

Champagne  

グラス シャンパン ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

Wine ( Red or White ) 

グラス ワイン （ 赤・白 ）  ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 


