
＊料金には消費税、サービス料を含んでおります。
Prices include the VAT and service charge.

期間：5 月 1 日（日）～ 6月 30日（木）

なんとも言えない表情な憎めないお顔

をした見た目もかわいいドリンクです。＊写真はイメージです　Image Photo

＊写真はイメージです　Image Photo

ぷりてぃー Drink

いちぢく＆バナナを使用した、 身体に

優しいジュースです。

＊写真はイメージです　Image Photo

いち花ジュース

Harmonic Life
～ハーモニックライフ～

￥1,200

人参へきなん美人を使用したこっくり

甘い 100% ジュースです。

べっぴんキャロット

ジュース

Harmonic Life
～ハーモニックライフ～

￥1,100

グレナデン、クランベリー、カルピスを使用した、
飲みやすいジュースです。

ライチ、グレープフルーツ、カルピスを使用した
サッパリとしたジュースです。

① Bunny（バニー）

② Bear（ベアー）

各￥1,100
① ②

Fair Drink プレミアクラブ
ならご飲食

クラッシィ
ならご飲食



＊料金には消費税、サービス料を含んでおります。
Prices include the VAT and service charge.

トラジャコーヒー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥950

アメリカンコーヒー　　　　　　　　　　　　　　　　                              ￥950

エスプレッソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             　 ￥950

アイスコーヒー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥950

カフェラテ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              ￥980

キャラメルラテ　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              ￥980

カプチーノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              ￥980

ウインナーコーヒー　　　　　　　　　　　　　　　　                             ￥980

ココア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              ￥980

三重鈴鹿抹茶ミルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ￥980

Toraja Coffee

American Coffee

Vienna Coffee

Espresso

Iced Coffee

Cafe Latte

Cappuccino

Green Tea Latte

Cocoa

( ホットまたはアイス）

( ホットまたはアイス）

(HOT or ICE）

Caramel Latte

(HOT or ICE）

しっかりとしたコーヒー感とお花のよう

な華やかさが特徴のバランスの取れ

たブレンドコーヒーです。

＊写真はイメージです　Image Photo

スペシャルブレンドコーヒー

The Merry

￥1,100

Coffee プレミアクラブ
ならご飲食

クラッシィ
ならご飲食

※ミディアムロースト

ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋スペシャルブレンドを焙煎する NOG COFFEE 
ROASTERS。「美味しいコーヒーをもっと普通に」というコンセプトを掲げ、多くの人の毎日のコーヒー
が今よりも美味しいコーヒーになるように、実店舗でのコーヒー提供にとどまらず、他店の開業サポ
ートやメンテナンスにいたるまで、コーヒー業界全体に多面的に貢献されているロースターです。



＊料金には消費税、サービス料を含んでおります。
Prices include the VAT and service charge.

紅茶そのものがもつ本来の香りと味わいをお客様にお届けするため 「新鮮 ・純スリランカ産」 に

徹底的にこだわっている Dilmah。 他国産の茶葉といっさいブレンドしない 「純スリランカ産」 の

茶葉を 「新鮮」 なうちに、 スリランカ国内で現地一貫生産しており、 ヨーロッパなどの第三国を

経由することなくできたてのまま消費国へ直送される製法が、 Dilmah が愛され続けている秘訣です。

About Dilmah

ダージリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥950

アールグレイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥950

Darjeeling

Earl Grey

Special Original Blend

Earl Grey Tango Blue

Douceurs de France

Iced Tea

Royal Milk Tea

Jasmine Green Teaジャスミン・グリーンティー　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　￥950

スペシャルオリジナルブレンド  　　　　　　　　　　    　　　　　　　   ￥1,000

アールグレイタンゴブルー  　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　￥1,000

〈フルーツティー〉ドゥスールドゥフランス　　　　　　　　　　       　　　￥1,100

カモミール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥950

ローズヒップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥950

ペパーミント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　￥950

リラックスブレンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥1,000

Chamomile

Rosehip

Peppermint

Relax Blend
カモミール・ローズヒップ・ペパーミント

Herb Tea プレミアクラブ
ならご飲食

クラッシィ
ならご飲食

Tea プレミアクラブ
ならご飲食

クラッシィ
ならご飲食

アイスティー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥950

ロイヤルミルクティー　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　     ￥1,100

マダムクリスティーのフレーバーティーやフルーツ・ハーブティーは、世界有数の

サロン・ド・テやパティスリーに納入しているフランスの老舗ティーカンパニーから直輸入しています。

香料は長年研究しつくされたフランスグラース産の紅茶用の天然香料を使用し、

上質な茶葉の品質を損うことなく自然なバランスで仕上げられています。

本場パリのサロンで提供される紅茶を是非お楽しみください。

About Mme Chris



＊料金には消費税、サービス料を含んでおります。
Prices include the VAT and service charge.

Soft Drink

Alcohol
Asahi

ALL-FREE (Non-alcohol)

500ml

334ml( ノンアルコール）

Beer
アサヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               ￥1,000

オールフリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥900

ミックスナッツ　　　　　　　　 　　　　　　　　　                                ￥500Mix Nuts

Wine

White Wine

Red Wine

( グラスワイン）

( グラスワイン）

白ワイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 ￥1,000

赤ワイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               ￥1,000

ぶどうジュース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥900

オレンジジュース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥900

パイナップルジュース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥900

トマトジュース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥900

コカ・コーラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥900

ジンジャーエール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥900

ペリエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ￥900

Grape Juice

Orange Juice

Pineapple Juice

Tomato Juice

Coca Cola

Ginger Ale

Perrier

プレミアクラブ
ならご飲食

クラッシィ
ならご飲食

プレミアクラブ
ならご飲食

クラッシィ
ならご飲食

￥1,350

優しい味わいの小麦ビールにオレンジスライスを添えるスタイ

ルが象徴的な“ブルームーン ベルジャン ホワイト”。 

スムースで苦味の残らないフレッシュな口溶けをお楽しみください。

クラフトビール　BLUE MOON
 < ベルジャン ホワイト >

＊写真はイメージです
    Image Photo


