Pergola
Pergola Poolside
Poolside Restaurant
Restaurant

Small Bites
Spicy potato wedges (V)
BBQ sauce, mustard mayonnaise
スパイシーフライドポテト BBQ ソース マスタードマヨネーズ

500

Tortilla chips, tomato salsa, guacamole, cheese dip (V)
トルティーヤチップス トマトサルサ ワカモレ チーズディップ

500

Poolside Spécialités
Caesar salad
lettuce, garlic crouton, bacon bits (P), parmesan cheese
シーザーサラダ
レタス ガーリッククルトン ベーコンビッツ パルメザンチーズ

1,200

Jamon serrano (P), marinated olives, semi‐dried tomatoes, Spanish omelet
ハモンセラーノ オリーブとセミドライトマトのマリネ スパニッシュオムレツ

1,200

Poolside beef burger
beef patty, cheese, onion, tomato, lettuce, pickles, bun, French fries
プールサイドビーフバーガー
ビーフパテ チーズ オニオン トマト レタス ピクルス フライドポテト

1,300

Black bread, spicy meatballs, onion, pickles, cheese sauce, French fries
ブラックブレッド スパイシーミートボール オニオン
ピクルス チーズソース フライドポテト

1,300

Grilled smoked paprika marinated chicken sandwich
lettuce, tomato, cheddar, bacon (P), French fries

1,300

スモークパプリカでマリネしたチキンのグリル サンドウイッチ
レタス トマト チェダーチーズ ベーコン フライドポテト
Spanish‐style beef adobo and vegetable skewers, barbecue sauce
スペイン風 ビーフアドボと野菜の串焼き バーベキューソース

1,600

Stir‐fried noodles with pork, cuttlefish and vegetables

1,300

ポーク

イカ

野菜の焼きそば

Something Sweet
Chilled watermelon wedge
スイカ

700

Haagen Dazs ice cream
アイスクリーム

600

Basque cheesecake, whipped cream, fruit
バスクチーズケーキ ホイップクリーム

800
フルーツ

All prices are subject to government tax and 10% service charge.
全ての料金には、税金と 10%のサービスチャージが加算されます
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Beverage Menu

Asahi draft
アサヒドラフトビール

700

Asahi draft beer with beer drops (lemon, pineapple, kiwi)
果汁氷 3 種入りアサヒドラフトビール（レモン、パイナップル、キウイ）

900

Asahi draft beer with beer drops (watermelon, pineapple, peach)
果汁氷 3 種入りアサヒドラフトビール（スイカ、パイナップル、ピーチ）

900

Asahi Super Dry
アサヒスーパードライ

500

Guinness,
ギネス

700

Non‐alcohol beer
ノンアルコールビール

700

Sparkling wine
スパークリングワイン

Glass
Bottle

700
3,500

Gin tonic
ジントニック

700

Whisky
ウイスキー

700

Soft drinks (Coca cola, Coca cola Zero, Ginger ale, 7Up),
450
ソフトドリンク（コカ・コーラ、コカ・コーラゼロ、ジンジャーエール、セブンアップ）
Juices (orange, grapefruit, apple),
ジュース（オレンジ、グレープフルーツ、アップル）

300

Still and sparkling water ,
ミネラルウォーター（アクアパンナ、サンペレグリノ、ペリエ）

450

Shaved ice with syrup (strawberry, mango, lemon, blue Hawaii, melon, condense milk)
400
かき氷（イチゴ、マンゴー、レモン、ブルーハワイ、メロン、練乳よりお選びください）
Coffee and tea0,
コーヒー 紅茶

All prices are subject to government tax and 10% service charge.
全ての料金には、税金と 10%のサービスチャージが加算されます

400

