
MONTHLY MENU

オータムフェア 9/1～11/30
◇◇岡山県産の食材を使用した秋のメニュー◇◇

吹寄せ御膳 ¥3,980

・秋刀魚レモン締め・千両茄子の揚げ浸し・奈義牛サイコロステーキ (1775kcal)

・太刀魚祐庵焼・御造里二種・茶碗蒸し・木ノ子御飯・松茸お吸物・香物

森林鶏のインボルティーニ ¥3,980

　　　　　サルサ・ペヴェラーダ (1162kcal)

・本日の前菜盛合わせ・本日のスープ・パン又はライス

中華御膳 ¥3,980

・前菜盛合わせ・中華風牛ロースステーキ(加工牛)特製木ノ子ソース (1528kcal)

岡山県産野菜添え・ミニ担々麵・小籠包・御飯・ザーサイ

国産うな重(松) ¥4,500

・茶碗蒸し・吸物・香物 (1231kcal)

※上記価格には全て消費税が含まれています。

食材の入荷状況により内容の変更があります。ご了承ください。

当店で使用している米は岡山県産コシヒカリでございます。

※上記のメニューには全てデザートプレートとコーヒー又は紅茶が付きます。



月替わり
MONTHLY MENU

◇◇岡山・倉敷4ホテル共同企画　第12弾　　 9/1～10/31◇◇

美星豚豚珍甘のアリスタ マーマレードソース添え(1231kcal) ¥2,900

・オードブル(下津井蛸とマッシュルームのアヒージョ)・本日のスープ

・パン又はライス・デザート・コーヒー又は紅茶

<季節限定メニュー>

吉田牧場産モッツァレラチーズと (1108kcal) ¥1,800

下津井蛸のトマトソース煮込みパスタ

・本日のスープ・ミニサラダ・パン・デザートプレート・・コーヒー又は紅茶

ステーキセット(加工牛150g) (1855kcal) ¥2,000

・本日のスープ・パン又はライス

彩り御膳 (1772kcal) ¥1,700

・牛焼きしゃぶ 胡麻だれ・秋刀魚の竜田揚げ・お造り

・中華前菜・特製焼売・海老マヨ・茶碗蒸し・木の子御飯・吸物・香物・和菓子

担々麺 (1458kcal) ¥1,200

干し海老のコクと香り、上質のラー油使用。本格の一品です。

※飲茶セットはデザートのメニュー欄にございます。

※上記価格には全て消費税が含まれています。

食材の入荷状況により内容の変更があります。ご了承ください。

当店で使用している米は岡山県産コシヒカリでございます。

CheerUPOkayama!　We　Love　Meat!

【11:00～15：00】



和　食
JAPANESE FOOD MENU

ヒレカツ膳(100ｇ) (1063kcal) ¥1,750

・茶碗蒸し・吸物・御飯・香物

県産ピーチポークを使用。とってもジューシーです。

岡山県産黒毛豚ロースカツ膳(120ｇ)　(1321kcal) ¥1,750

・茶碗蒸し・吸物・御飯・香物

ジューシーで甘い脂のプレミアム豚ロースを使用しています。

カツ重 　(744kcal) ¥1,300

・吸物・香物

県産豚と美星町産卵使用のあんが絶品です。

天重 (529kcal) ¥1,300

・吸物・香物

海老(ブラックタイガー)2本使用。季節の野菜がいっぱいです。

岡山寿司 (656kcal) ¥1,950

・茶碗蒸し・吸物・香物

当ホテル自慢、具だくさんの岡山名物ちらし寿司です。

牛ロースステーキ重(加工牛150ｇ) (1679kcal) ¥1,800

・吸物・香物

ホテル自慢のジャポネソースでお召し上がりください。

※上記価格には全て消費税が含まれています。

食材の入荷状況により内容の変更があります。ご了承ください。

当店で使用している米は岡山県産コシヒカリでございます。



洋　食
WESTERN FOOD MENU

◇◇昔ながらの洋食メニュー◇◇

岡山県産黒毛豚のポークジンジャー (1138kcal) ¥1,900
・本日のスープ・パン又はライス

ジューシーで甘い脂のプレミアム黒毛豚ロースに創業当時から変わらぬジンジャーソースを使用しています。

ハンバーグステーキ(230g) (1344kcal) ¥1,900
・本日のスープ・パン又はライス

・ホテル伝統の特製デミグラスソース又はおろし生姜ソース

特製えびめしと有頭海老フライセット (752kcal) ¥1,600
・本日のスープ・プチデザート

岡山名物ブラックピラフ

ビーフカレー  (635kcal) ¥1,400
・サラダ・薬味

創業以来の変わらぬ味をご賞味ください

チキンカレー  (602kcal) ¥1,400
・サラダ・薬味

ホテルオリジナル数種のスパイスと後に残る辛さが特徴です

クラシックオムライス(チキン) (683kcal) ¥1,300
・本日のスープ・サラダ

・ホテル伝統の特製デミグラスソース又はケチャップ

(カルフォルニア産米使用)

※上記価格には全て消費税が含まれています。

食材の入荷状況により内容の変更があります。ご了承ください。

当店で使用している米は岡山県産コシヒカリでございます。



洋　食
WESTERN FOOD MENU

お子様プレート (820kcal) ¥1,400

お子様に人気のメニューをワンプレートにしました。

ミックスサンドイッチ　(824kcal) ¥1,000

本日のスープ (172kcal) ¥560

おすすめのスープをご賞味ください

ミニサラダ (75kcal) ¥320

本日のおつまみ　(115kcal) ¥1,050

※上記価格には全て消費税が含まれています。

食材の入荷状況により内容の変更があります。ご了承ください。

当店で使用している米は岡山県産コシヒカリでございます。

※12歳以下限定
・スープ・ジュース・デザート

岡山県産ハム使用。チーズ、ツナ、トマト、たまご、キュウリのサンドウィッチです



中　華
CHINESE FOOD MENU

五目汁そば 　(841kcal) ¥1,300
一番人気。具だくさんのあんが絶品です。

五目揚げそば 　(510kcal) ¥1,300
手作り揚げ麺に自慢のあんかけがピッタリの一品です。

チャーシュー麺　(874kcal) ¥1,200
20年継ぎ足し続けたタレで仕上げたチャーシューです。

広東風五目チャーハン　(702kcal) ¥1,200
海鮮、チャーシュー、レタス。具だくさんの広東風チャーハンです。(カルフォルニア産米)

中華丼 　(620kcal) ¥1,200
絶品五目あんかけはご飯にも最高です。

黒酢酢豚セット　(1462kcal・単品の場合724kcal) ¥1,720

・御飯・中華スープ・ザーサイ・杏仁豆腐 単品 ¥1,300

海老チリセット　(804kcal・単品の場合404kcal) ¥1,720

・御飯・中華スープ・ザーサイ・杏仁豆腐 単品 ¥1,300
プリプリ小海老(バナメイ海老)がたくさん。ソースの旨味が逸品です。

焼売弁当　(522kcal) ※11:00～15:00 ¥1,400

・中華スープ・杏仁豆腐

特製焼売入り。お持ち帰りも出来ます。数量限定。

ホテル特製焼売　(184kcal) セイロ蒸し3個入り ¥600

中華粥 　(287kcal) ¥420
・薬味

※上記価格には全て消費税が含まれています。

食材の入荷状況により内容の変更があります。ご了承ください。

当店で使用している米は岡山県産コシヒカリでございます。



ドリンク&デザート
DRINK & DESSERT MENU

【ソフトドリンク】 フローズンフラペチーノ ¥640

コーヒー(Hot・Ice) ¥530 ウーロン茶 ¥430

ウィンナーコーヒー ¥590 ノンアルコールビール ¥530

紅茶(Hot・Ice) ¥530

カフェオーレ(Hot・Ice) ¥530 【アルコール】

ココア ¥590 ビール(キリン・アサヒ) ¥770

ミルク(Hot・Ice) ¥530 生ビール ¥770

オレンジジュース ¥530 グラス生ビール ¥530

グレープフルーツジュース ¥530 日本酒 ¥640

トマトジュース ¥530 冷酒 ¥690

ミックスジュース ¥640 ウイスキー(シングル) ¥590

コーラ ¥480 ハイボール ¥640

ジンジャーエール ¥480 グラスワイン(赤・白) ¥590

コーラフロート ¥670 焼酎(麦・芋) ¥590

コーヒーフロート ¥670

レモンスカッシュ ¥640 【デザート】

クリームソーダ ¥670 ホテル特製アイスクリーム ¥670

ホットレモン ¥640 チョコレートアイスクリーム ¥640

※上記価格には全て消費税が含まれています。



デザート
DESSERT MENU

濃厚チーズケーキセット(364kcal)

ドリンクセット ¥800

食後のセット ¥650

チーズケーキ単品 ¥450

特製レモンケーキセット(425kcal)

ドリンクセット ¥700

食後のセット ¥600

レモンケーキ単品 ¥400

　ぜんざい(568kcal)　\700

　・コーヒー付き

彩パフェ ¥1,000

(720kcal)

 特選わらびもち(311kcal) ¥700

 ・コーヒー付き 

※上記価格には全て消費税が含まれています。

食材の入荷状況により内容の変更があります。ご了承ください。

14：00～17：00

　　※内容の変更や入荷状況により提供していない場合がございます                 



デザート
DESSERT MENU

(1人前610kcal)

11:00～15:00

(1393kcal)

※上記価格には全て消費税が含まれています。

食材の入荷状況により内容の変更があります。ご了承ください。

飲茶セット　￥900

Afternoon Tea Set
アフタヌーンティーセット

1日限定15セット

・スープ・サンドイッチ・お飲み物付

14:00～17:30

お1人様　　\1,500
※写真は3名様セットです

プラザホテルオリジナルの

スイーツや季節の

フルーツ・デザートを

贅沢にお楽しみください

特選ジューシー肉まん

焼売

杏仁クッキー

胡麻団子

杏仁豆腐

カシューナッツの飴炊き

ジャスミンティー




