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9:30～21:30

万座オリジナル アフターヌーンティ
Afternoon Tea at ANA InterContinental Manza Beach Resort

2,500

１日２０セット限定 limited to 20 sets per day

12:00～18:00

サンドウィッチ、キッシュ、タルト、カットフルーツ、スコーン、ケーキ３種類など
万座オリジナルの品々をご堪能ください。

freshly-prepared sandwiches, quiche of the day, fresh-baked tarts and scones, fruit assortment, house-made cakes
お飲み物を下記より おひとつお選びください。

served with your favourite drink from below selection:
coffee
ブレンドコーヒー
blend coffee

カフェラテ
latte

エスプレッソ
espresso

カプチーノ
cappuccino

barista specials
沖縄黒糖入りココア
cocoa with Okinawan brown sugar

抹茶ラテ
matcha latte

Okinawan tea selection
ハイビスカスブレンド
hibiscus blend

月桃ブレンド
shell ginger tea

ゴーヤー茶
bitter melon

モリンガ茶
moringa tea

TWG teas
ロイヤル ダージリン
Royal Darjeeling

アール グレイ
Earl Grey

ムーンフルーツ ブラック
Moonfruit black tea

バニラ ブルボン
Vanilla rooibos

センチャ
Sencha

barista cocktails
エスプレッソ 泡盛マティーニ +150
espresso & Awamori Martini +150

glass of champagne
ペリエ ジュエ グラン ブリュット +800
Perrier-Jouët Grand Brut +800

食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申し付けください。
※表記価格に別途消費税 8％とサービス料 13％を加算させていただきます。
Please inform your server us of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you
or any of your party may have. All prices are in Japanese Yen, exclusive of consumption tax and subject to 13% service charge.

デザート sweets, fruit and cheeses
チーズの盛り合わせ
cheese platter

2,100

フルーツの盛り合せ
fruit assortment

2,800
500

アイスクリーム各種
one scoop of ice cream

バニラ/ マンゴタンゴ/ さとうきび
vanilla, mango tango or brown sugar

クッキー各種
cookies

胡麻クッキー/ チョコ・クッキー
sesame or chocolate

ペストリー各種
danish

苺デニッシュ/ 紅芋デニッシュ
strawberry or sweet potato

250

プラリーヌ
praline

ラム・ショコラ、オレンジ・ショコラ、カフェ・ショコラ

600

パテシィェ特製 ケーキ各種
house-made cakes

内容はスタッフにお尋ねください。
ask your server for the daily selection

each 250

rum chocolate, orange chocolate or café chocolate

chocolation

万座特製ショコラ セット

500
1,300

チョコレートケーキ、ショコラ マカロン、ガナッシュ、チョコレートドリンク
chocolate cake, chocolate macarons and ganache with ice or hot chocolate

軽食

snack menu

soups and salads
900

野菜とトマトのスープ (V)
vegetable and tomato soup (V)
沖縄県産鶏入りミネストローネ
minestrone of vegetables with locally-raised chicken

1, 100

900

季節野菜のグリーンサラダ (V)
green salad (V)
健康野菜のサラダ 沖縄みかんのドレッシング（Ｖ）
healthy vegetable salad with Okinawan orange vinaigrette (V)

1,300

シーザーサラダ
caesar salad

1,500

sides
サーモンクリームパイ サラダ添え
salmon cream pie with salad

900

ポテトフライ
French fries

800

チキン＆ポテト
fried chicken and French fries

1,000

sandwiches and burgers
クラブハウスサンド
club house sandwich with French fries

1,600

chicken breast, omelet, bacon, tomato and lettuce

タマゴとハムのミックスサンド
ham and egg sandwich

1,500

ステーキサンド
steak sandwich with French fries

2,100

あぐー あぐーバーガー
Agu pork burger, served with French fries

1,600

pasta, noodles and rice
スパゲティーアマトリチャーナ
沖縄塩漬豚とトマト、ペコリーヌチーズ
spaghetti amatriciana

1,600

野菜だけを使ったタイ風の焼きそば (V)
Thai-inspired stir-fried noodles with vegetables and seasonal leaves (V)

1,500

シーフードピラフ
seafood pilaf

1,700

tomato sauce with local salted pork and pecorino cheese

食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申し付けください。
※表記価格に別途消費税 8％とサービス料 13％を加算させていただきます。
Please inform your server us of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you
or any of your party may have. All prices are in Japanese Yen, exclusive of consumption tax and subject to 13% service charge.

