
TEA

HOT DRINKS

SOFT DRINK

COFFEE & LATTE (COLD)LUNCH FOOD (11:00～15:00) 
LUNCH SET：スープ、サラダ、ドリンク付

DINNER FOOD (17:00～23:00 L.O 21:00)

CAFE FOOD (11:00～23:00 L.O21:00) 
※11:00 ～ 17:00 ＋150yenにてドリンクをお付けできます

Drip coffee
ドリップ コーヒー

500

Caffe espresso
エスプレッソ

480

Caffe latte
カフェ ラテ

550

Cappuccino
カプチーノ

550

Caramel macchiato
キャラメル マキアート

600

Caffe mocha
カフェ モカ

600

Cocoa
ココア

580

Masala chai tea latte
マサラチャイ ティー ラテ

590

Matcha tea latte
抹茶 ティー ラテ

590

Green tea
緑茶

500

Iced coffee
アイス コーヒー

500

Iced caffe Latte
アイス カフェ ラテ

550

Iced caramel maquiate
アイス キャラメル マキアート

600

Iced caffe mocha
アイス カフェ モカ

600

Iced cocoa
アイス ココア

580

Oolong tea
ウーロン茶

480

Perrier
ペリエ

480

S-Pellegrino
サンペレグリノ

600

Iced masala chai tea latte
アイス マサラチャイ ティー ラテ

590

Iced matcha tea latte
アイス 抹茶ティー ラテ

590

100% Orange juice
100% オレンジジュース

500

100% Grapefruit juice
100% グレープフルーツジュース

500

Cola
コーラ

480

Ginger ale
ジンジャーエール（甘口・辛口）

480

Bottle green
ボトルグリーン （エルダーフラワー/レモン＆ジンジャー）

520

Appletiser
アップルタイザー

480

Tomato juice
トマトジュース

480

Ceylon tea
スリランカ

700

スリランカ産の茶葉ならではの紅茶らしいコクを追求したオリジ
ナルブレンド。ミルクにもレモンにもよく合う風味です。

Rose royal
ロゼ 　ロワイヤル

700

華やかなスパークリングワインの香りに重なるイチゴの甘い香り
が、さわやかで上品な味わいの紅茶と見事に溶け合います。

Orange and ginger tea
オレンジジンジャー

800

オレンジが爽やかに香る紅茶にドライジンジャーをブレンド。
オレンジピールとマリーゴールドが見た目にも華やかです。

Peach oolong tea
白桃ウーロン茶 極品

1,000

上質の台湾ウーロン茶に、みずみずしい白桃の香り。
ほのかな甘みがウーロン茶本来のさわやかな味わいを引き立て
ます。

Piccolo
ピッコロ

700

華やかなベリー、アプリコットとハニーでルイボスティをかわいら
しく香りづけ。お子様にもおすすめの、やさしく甘い香りです。

Bon voyage
ボンヴォワヤージュ

1,000

世界中から集めた12種類のハーブ・スパイス・ドライフルーツが、
酸味と甘みのハーモニーを奏でます。心を遠い異国へと誘うエキ
ゾチックなハーブティ。

Paradise
パラダイス

700

パパイヤ、マンゴーなどトロピカルフルーツいっぱいの、甘酸っぱ
い紅茶です。香りがスッキリと立ち、アイスティにもおすすめ。

Decaffeinated grapefruit flavor
デカフェグレープフルーツ

800

地中海産グレープフルーツの爽やかな香りを、
特殊な技術でカフェインを抜いた紅茶にブレンド。
リラックスタイムの気分転換にどうぞ。

(  HOT / COLD )

Pasta lunch
パスタランチ

900

Today’s rice plate 
本日のライスプレート

900

Curry lunch
カレーランチ

900

Today’s bread lunch
本日のブレッドランチ

900

Assorted cheese and dried fruit 
チーズとドライフルーツの盛り合わせ

1,800

Vegetable bagna càuda dip with creamy anchovy sauce
こだわり野菜のバーニャカウダ　クリーミィなアンチョビソース

1,200

Chef's recommended seafood dish of the day
シェフおすすめの本日のお魚料理

1,800

Chef's recommended meat dish of the day
シェフおすすめの本日のお肉料理

2,200

Smoked salmon with lemon cream
スモークサーモンとレモンクリーム

800

Chef’s recommended six-tapas assortment
シェフおすすめ本日のタパス盛り合わせ6種

1,500

800Three-olive assortment
3種類のオリーブ盛り合わせ

700Spanish Iberico ham chorizo sausage
スペイン産イベリコ豚のチョリソー

Potage soup of the day
本日のおすすめポタージュ

600

900Ceviche of amberjack and citrus
カンパチと柑橘のセビーチェ

600Seafood spring rolls with sweet chili sauce

海鮮の揚げ春巻き　スイートチリソース添え

Ensarada of chickenasado marinated in chimichurisources
white vinegar sauc
チミチュリソースでマリネしたチキンアサードのエンサラダ
ホワイトビネガーソース

1,100

Chilli con carne gratin served with a bucket of sour cream
チリコンカルネのグラタン　サワークリームバケット添え

1,000

French fries with two sauces
フレンチフライドポテト2種のソース添え

700

HARBOR CAFE Homemade pickles
HARBOR CAFE　自家製ピクルス盛り合わせ

500

Green ahijo with garlic, mussels, kinoko mushrooms
and potatoes
ムール貝、キノコ、ポテトのにんにく風味グリーンアヒージョ

700
BLT clubhouse sandwich
BLTクラブハウスサンド

950

Smoked salmon and avocado 
ricotta cheese sandwich
スモークサーモンとアボカド リコッタチーズのサンドイッチ

950

Caribbean chicken and grilled 
vegetables jalapeno tortilla romesco sauce
カリビアンチキンとグリル野菜 ハラペーニョの
トルティーヤ ロメスコソース

900

HARBOR CAFE Original hamburger
HARBOR CAFE　オリジナルハンバーガー

950

900Rich Baked Lime Cheesecake with orange ice cream
ライムの濃厚ベイクドチーズケーキ　オレンジのアイス

800Fresh berry pancake
パンケーキ ベリーベリー

900Fresh berry parfait
フレッシュベリーのベリーベリーパフェ

Premium tiramisù
極上ティラミス

600

Cookie & cream cheesecake 
クッキー＆クリームチーズケーキ　バニラアイス添え

700

Tea chiffon cake
紅茶のシフォンケーキ

600

Three Cheeses and Shrimp    with cured ham flat cake
３種のチーズとシュリンプ　生ハムのプラケンタ

800

Ceviche of octopus with Galician style
北海タコのセビーチェ　ガルシア風

800

Chef's recommended pasta dish of the day
シェフおすすめの本日のパスタ

1,000

900Chef's specialty cobb salad
特製コブサラダ


