Tea time

MEAL

14:30 →16:00

季節のフルーツタルト
Seasonal fruit tart

峠下牛のミートソース スパゲッティ
竹原産の峠下牛を丁寧に煮込んだソース

¥935

Spaghetti with beaf ragout sauce

¥1,595
ピスタチオのクレームカタラーナ
Pistachio cream catalana

魚介と自家製ドライトマトのラグー スパゲッティ

¥880

Spaghetti with minced seafood ragout sauce

ミンチにした鯛・海老・小柱・で魚介の旨みがたっぷり

¥1,595
本日のチーズケーキ
Cheesecake

セットグラスワイン <赤/白/サングリア>
SET WINE <Red/White/sangria> +¥330

¥770

BEER
アサ ヒ ス ー パー ド ラ イ < 小瓶>
ASAHI SUPER DRY <bottled>

¥550

コ ロナ・エキ スト ラ
CORONA EXTRA

¥770

サ ン トリープ レミア ムモ ルツ
THE PREMIUM MALT’S <draft>

¥715

ギネス
GUINNESS

¥770

NON-ALCOHOLIC BEER
サ ン トリー オ ー ルフリ ー
SUNTORY ALL-FREE

WINE BY THE GLASS
グラスワイン <赤/白>
WINE <Red / White>

SOFT DRINK

サングリア

¥440

瀬 戸 内 のオ レン ジジュー ス
ORANGE JUICE

¥550

コ カ・コーラ
COCA COLA

¥440

スプ ライ ト
SPRITE

¥440

ジ ンジャーエール
GINGER ALE

¥440

ドライジン ジャ ー エー ル
DRY GINGER ALE

¥550

ジ ーモット
G-motto

¥550 ONOMICHI U2 オリジナル炭酸飲料

グ レープ フルーツジュー ス
GRAPEFRUIT JUICE

SPARKLING WINE

¥1,100

SAKURAO GIN TONIC

¥880
¥770

MOSCOW MULE

カ シ スオ レンジ

¥660

CASSIS ORANGE
カ ンパリ ソー ダ

¥660

CAMPARI SODA

FRUIT LIQUEUR

コ ーヒー
COFFEE

¥440

カフ ェラ テ
CAFE LATTE

¥660

富久長温州みかん酒 <ロック>
Fukucho japanese orange liqueur

カ フェオ レ
CAFE AU LAIT

¥660

<On the rock>

¥660

賀茂鶴梅酒 <ロック/ソーダ>
Kamotsuru plum wine

TE A
明治11年創業「尾道今川玉香園茶舗」ブレンド紅茶 / All teas are blended in Onomichi.

U2ブレンドティー
U2 BLEND TEA

¥605

セイロンティー
CEYLON TEA

¥550

完熟フルーツティー
FRUIT TEA

¥550

浜風 ハーブをブレンド
HAMAKAZE

¥550

20210626

グラススパークリ ング

COCKTAILS

モス コ ミ ュー ル

CAFE

¥660
¥550

SANGRIA

桜 尾 ジ ン トニ ッ ク

Original soda with lemon flavor

¥550

大長檸檬酒 <ロック / ソーダ>
Ohcho lemon liqueur

¥660

<On the rock / Soda>

¥660

はっさくロッ クス
Hassaku Rocks

¥660

<On the rock / Soda>

MINERAL WATER

サンペレグリノ <炭酸>
SANPELLEGRINO <sparkling>

¥880

アクア パンナ <無炭酸>
ACQUA PANNA

<still>

¥880

全て税込価格です。Tax incleded.

