
LOBBY LOUNGE LEAF

MENU

HOTEL MIELPARQUE NAGOYA



COFFEE & TEA

ブレンドコーヒー（HOT/ICE）　　　　　　　　  ￥600
Blended Coffee

アメリカンコーヒー（HOT）　　　　　　  　　  ￥600
American Coffee

エスプレッソ（HOT）　　　　　 　　　　  　　  ￥600
Espresso

カフェオレ（HOT/ICE）　　　　　　　　　　　  ￥700
Cafe Au Lait

ウィンナーコーヒー（HOT/ICE）　　　　　　 　 ￥700
Viennese Coffee

紅茶（HOT/ICE）　　　　　　　　　　　　 　   ￥600
Tea

フレーバーティー（HOT）　　　　　　　　　　　   ￥600
Flavored Tea
　　　　アールグレイ　Earl Grey

ハーブティー（HOT）　　　　　　　　　　　　　　￥600
Herbal Tea
　　　　ローズヒップ　　　Rosehip
　　　　カモミール　　　   Chamomile
　　　　アップルオレンジ　 Apple Orange

柚子茶（HOT/ICE）　　　　　　　　　　　　　　　￥650
Yuzu Tea

ココア（HOT/ICE）　　　　　　　　　　　　　　　￥700
Cocoa

ウーロン茶（HOT/ICE）　　　　　　　　　　　　　￥450
Oolong Tea　　

ALCOHOL & SNACK

CAKE

SOFT DRINKS

オレンジジュース　　　　　　　　　　　　　  ￥550
Orange Juice

グレープフルーツジュース　　　　　　　　　  ￥550
Grapefruit juice

アップルジュース　　　　　　　　　　　　　  ￥550
Apple Juice

トマトジュース　　　　　　　　　　　　　　  ￥550
Tomato Juice

ピーチジュース　　　　　　　　　　　　　     ￥550
Peach Juice

マンゴージュース　　　　　　　　　　　　　  ￥550
Mango Juice

ジンジャーエール　　　　　　　　　　　　    ￥550
Ginger Ale

コーラ　　　　　　　　　　　　　　　　　    ￥550
Coke

レモンスカッシュ　　　　　　　　　　　　　　　￥550
Lemon Squash

柚子ソーダ　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥600
Yuzu Soda

クリームソーダ　　　　　　　　　　　　　　　　￥700
Cream Soda

生ビール（グラス）　　　　　　　　　　    　     ￥650
Draft Beer By The Glass

生ビール（中）　　　　　　　　　　　　　      ￥850
Draft Beer

ビール（中瓶） アサヒ / キリン　　　　　　 　       ￥900
Bottled Beer

ノンアルコールビール（キリンフリー）　　　　　 ￥700
non-alcoholic beer

ワイン（グラス）赤 / 白　　　　　　　　　         ￥700
Wine By The Glass

シーバスリーガル 12 年　　　　　　　　　　      S.￥750
Scotch Whiskey  /  CHIVAS REGAL12Yaer.　　　       W.￥1,200

ネヴィスデュー　　　　　　　　　　　　　　     S.￥600
Scotch Whiskey  /  NEVIS DEW.　　　　　　　　　　  W.￥950

カクテル各種　　　　　　　　　　　　　　　       ￥800
Cocktail
　　　　カシスベース　　CASSIS
　　　　ジンベース　　　GIN
　　　　ウォッカベース　 VODKA

ノンアルコールカクテル各種　　　　　　　　　   ￥700
Non-alcoholic cocktails
　　　　シャーリーテンプル　　Shirley Temple
　　　　　グレナデンシロップ＋ジンジャエール

　　　　ファジーネーブル　　   Fuzzy navel
　　　　　ピーチシロップ＋オレンジジュース

　　　　ピンキーナ　　　　　  pinkyna
　　　　　ピンクグレープフルーツシロップ＋トニックウォータ

焼酎（麦/芋）　　　　　　　　　　　　　   　    ￥600
Distilled Spirits

ミックスナッツ　　　　　　　　　　　　　　　     ￥500
Mixed Nuts

チーズ＆サラミ　　　　　　　　　　　　　　　   ￥600
Cheese & Salami

※表示価格はすべて税込です

各種フロート　プラス￥150
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ガトーフレーズ　　　　　　　　　　　　　　　    ￥550
Gâteau Fraise

ルージュ　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  ￥500
Rouge

キャラメール　オペラ　　　　　　　　　　　　    ￥550
Caramel Opera

モンブラン　　　　　　　　　　　　　　　　　   ￥550
Mont Blanc

米粉ロール　　　　　　　　　　　　　　　　      ￥400
Rice flour roll

サヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   ￥500
Saya

ケーキセット　　　　　　　　　　　　　　　       ￥900
［ケーキ+コーヒーor紅茶］
cake set

バースデーケーキ
Birthday cake

4号（12㎝）　　￥2,700
5号（15㎝）　　￥3,500
6号（18㎝）　　  ￥4,500メッセージプレート承ります

※ご利用の３日前までにご予約ください。



フレンチトースト　　　  　   ￥600
French toast
コーヒーor 紅茶セット
Coffee or tea set　　　　 　  　￥900

バニラアイス　　　　　　　　　　　　　　　　 　   ￥550
Vanilla Icecream

白玉ぜんざい　　　　　　　　　　　   　　　　      ￥650
Shiratama Zenzai

※表示価格はすべて税込です。

DESSERT

タピオカミルクティー　　　　　　　　　　　　 　　￥700
タピオカ抹茶ミルク　　　　　　　　　　　　 　　  ￥750
タピオカイチゴミルク　　　　　　　　　　　 　　  ￥750
Tapioca drink 

LIGHT MEAL

プラス￥300でコーヒーor紅茶セット

ミックスサンドイッチ　　　　　　　　　　　　    　  ￥900
Mixed Sandwich

トースト　　　　　　　　　　　　　　　　　　       ￥400
Toast

小倉トースト　　　　　　　　　　　　　　　　        ￥500
Adzuki Bean On Toast

パスタセット（11：30～15：00）
［パスタ・サラダ・スープ・コーヒーor紅茶］
Pasta set

￥1,300

※写真はイメージです。

パンケーキ　　　　　 　　  ￥600
Pancake
コーヒーor 紅茶セット
Coffee or tea set　　　　  　　   ￥900


