
LOUNGE
FOOD MENU

Hiroshima Airport Hotel

フードメニュー

17：00～23：30
< ラストオーダー 22：30 >



￥600-
（税サ込￥726-）

￥600-
（税サ込￥726-）

冷製オードブル・サラダ

季節メニュー    季节限定

三原椿家豆腐と
彩り野菜のサラダ

Fresh Tofu and Green Leaves salad
新鲜蔬菜三原椿家豆腐沙拉
日式色拉调味汁

生ハムとグリーンリーフの
ハーブドレ　メランジェサラダ
Prosciutto and green leaf
Herbal dressing melange salad
生火腿新鲜蔬菜沙拉  香草色拉调味汁

広島県産牡蠣フライ
Deep Fried Hiroshima oysters
 ( 4 pieces , Serving from October untill March )
香炸广岛牡蛎（10～3月限定） ￥700-

（税サ込￥847-）

￥400-
（税サ込￥484-）

￥600-
（税サ込￥726-）

（大） （小）

※（　）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。／Price in (    ) include 10% service charge and consumption tax.／（　）内为已包含服务费和税金后的金额。

￥800-
（税サ込￥968-）

自家製サーモンマリネ
homemade Salmon marinade 
自家制腌大西洋三文鱼

￥900-
（税サ込￥1,089-）

竹原　峠下牛の
ローストビーフ
“Taoshita”Brand Roast Beef
香烤竹原垰下牛肉

￥980-
（税サ込￥1,185-）

￥1,130-
（税サ込￥1,367-）

広島 お好み焼き（肉、玉子、そば）
“Okonomiyaki”（Poke, Egg, Noodles）
广岛煎菜饼（猪肉、鸡蛋、面条）

面 双份

※写真は全てイメージ写真です。／ The photograph is all image

￥600-
（税サ込￥726-）

￥300-
（税サ込￥363-）

￥800-
（税サ込￥968-）

シーズニング鶏カラ

ポ テ チ　チリパウダー添え

ジャンボ海老フライ

Fried seasoning chicken
炸鸡块

Crisps Served with chili powder
香辣薯片

Fried jumbo shrimp
油炸大虾

三原神明鶏手羽先

フライポテト

Deep Fried Chicken  Wings

French fries

香炸三原神明鸡翅

薯条
￥700-

（税サ込￥847-）

￥600-
（税サ込￥726-）

ポークフランク
Sausages
猪肉香肠 

￥600-
（税サ込￥726-）

チーズ＆クラッカー
Cheese and  Crackers
芝士＆咸饼干 

Fried food&hot plate 

Appetizer・Salad

Seasonal menu

麺ダブル
twice noodles

揚げ物 油 炸 物 和 铁 板

胡麻ドレッシングまたは
青紫蘇ドレッシング

开胃菜·沙拉

Lounge Bar Time

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥1,050-
（税サ込￥1,270-）



※（　）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。／Price in (    ) include 10% service charge and consumption tax.／（　）内为已包含服务费和税金后的金额。

￥1,150-
（税サ込￥1,391-）

￥1,480-
（税サ込￥1,790-）

メインディッシュ  

ピザ

東広島 味じまん卵の
ふわとろオムライス
デミグラスソース
Omelet with Chicken Rice
法式酱汁蛋包饭
（使用本地产新鲜鸡蛋）

￥1,350-
（税サ込￥1,633-）

竹原  峠下牛
チーズバーガーと
フレンチフライポテト
“Wagyu” Beef Cheese Burger
with French Fries
竹原垰下牛肉芝士汉堡肉、薯条

ビーフグリル　ステーキカレー 
リーフサラダ添え
Beef Steak Curry and Rice, Comes with salad 
牛扒咖喱饭套餐，附新鲜蔬菜沙拉

まるごと骨付きもも肉チキンカレー
リーフサラダ添え
Chiken Curry and Rice, Comes with salad
鸡腿咖喱饭套餐，附新鲜蔬菜沙拉

￥2,100-
（税サ込￥2,541-）

￥1,780-
（税サ込￥2,155-）

￥1,300-
（税サ込￥1,573-）

￥1,250-
（税サ込￥1,512-）

ビーフグリルステーキ丼
東広島味じまん卵の温玉添え （味噌汁付き）
Bowl of Rice with Beef Steak, Poached Egg on Top,
Comes with Miso-soup
牛扒盖饭、
更添加本地产温泉半熟卵
 （附日式酱汤）

￥960-
（税サ込￥1,161-）

￥530-
（税サ込￥641-）

味噌ピザ
Miso pizza
味噌披萨

自家製アイスクリーム2種盛り
Ice cream（２kinds）
自家制两种冰淇淋拼盘

トマトソースとハーブソースのチーズピザ
Cheese pizza with tomato sauce and herb sauce 
芝士披萨（双层酱料：番茄酱和青酱）

￥960-
（税サ込￥1,161-）

デザート
甜 点

※写真は全てイメージ写真です。／ The photograph is all image

Main dish 

Pizza

￥530-
（税サ込￥641-）

自家製シャーベット 2種盛り
sherbet （２kinds） 
自家制两种果子露雪酪拼盘

プティスイーツ盛り合わせ
Assorted  dessert
甜点拼盘

Dessert

プティスイーツ盛り合わせ

Small (100g)
100 克牛肉 

Medium (150g)
150 克牛肉

Large (200g)
200 克牛肉 

Lounge Bar Time

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥1,050-
（税サ込￥1,270-）



※（　）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。／Price in (    ) include 10% service charge and consumption tax.／（　）内为已包含服务费和税金后的金额。
※写真は全てイメージ写真です。／ The photograph is all image

啤 酒

￥700-
（税サ込￥847-）

￥800-
（税サ込￥968-）

￥600-
（税サ込￥726-）

￥650-
（税サ込￥786-）

￥650-
（税サ込￥786-）

￥650-
（税サ込￥786-）

￥650-
（税サ込￥786-）

￥1,300-
（税サ込￥1,573-）

￥600-
（税サ込￥726-）

￥600-
（税サ込￥726-）

￥600-
（税サ込￥726-）

￥600-
（税サ込￥726-）

￥500-
（税サ込￥605-）

￥500-
（税サ込￥605-）

￥500-
（税サ込￥605-）

￥500-
（税サ込￥605-）

￥500-
（税サ込￥605-）

￥500-
（税サ込￥605-）

Beer

Glass Wine

Other alcohol Soft Drink

Draft  Beer / 生啤/杯
生ビール（サントリー  モルツ）

Bottled Beer /瓶啤/瓶
瓶ビール（アサヒ  スーパードライ）

Non-alcoholic Beer / 无酒精啤酒/杯
ノンアルコールビール（サントリー  オールフリー）

Red Wine / 红葡萄酒
赤ワイン

White Wine / 白葡萄酒
白ワイン

Sparkling Wine / 气泡酒
スパークリングワイン

Non-alcohol Sparkling Wine / 无酒精气泡酒
ノンアルコールスパークリングワイン

Hennessy (V.S.O.P.) /白兰地  轩尼诗
ブランデー ヘネシー(V.S.O.P.)  

J.P.Chenet (X.O) / J.P.香奈
J.P.シェネ(X.O)

Barley Shochu /大麦烧酒
麦焼酎

Orange Juice / 橙汁
オレンジジュース

Grapefruit Juice /葡萄柚汁
グレープフルーツジュース

Oolong Tea /乌龙茶
ウーロン茶

Ginger Ale / 姜汁汽水
ジンジャーエール

Coca-Cola / 可口可乐
コカ・コーラ

Lemon Squash /柠檬苏打水
レモンスカッシュ

Shochu / 番薯烧酒
芋焼酎

Plum Wine / 梅酒
梅酒

ビール

グラスワイン
葡萄酒 / 杯

その他アルコール
其他酒类

ソフトドリンク
软 饮

DRINK MENU

Lounge Bar Time



※（　）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。／Price in (    ) include 10% service charge and consumption tax.／（　）内为已包含服务费和税金后的金额。
※写真は全てイメージ写真です。／ The photograph is all image

苏格兰威士忌

￥700-
（税サ込￥847-）

Scotch Whiskey
Ballantine′s  Finest 
百龄坛（混合）特醇

バランタインファイネスト

スコッチ

波本·田纳西 美国威士忌（混合）
バーボン・テネシー

日本威士忌（纯麦芽）
ジャパニーズ

其他品牌威士忌
その他ウイスキー

WHISKY MENU

世界１６０ヶ国で愛飲されるスタンダード・スコッチの
定番です。40種類以上のモルト原酒を巧みにブレンドし、
ライトでもヘヴィーでもない、どこまでも豊かで滑らかな
味わいが特徴です。

￥600-
（税サ込￥726-）

Bowmore Aged 12 Years
波摩（纯麦芽）12年

ボウモア12年

女神が宿るアイラモルトの女王「ボウモア」。
ドライなスモーキー感と柔らかなフルーティー感の調和
が見事。飲みやすさのなかに、個性的な潮の香が感じら
れるボウモアを代表する逸品。

￥800-
（税サ込￥968-）

Chivas Regal Aged 12 Years
皇家芝华士（混合）12年

シーバスリーガル12年

￥700-
（税サ込￥847-）

￥900-
（税サ込￥1,089-）

￥800-
（税サ込￥968-）

Jack Daniel′s
杰克丹尼威士忌（田纳西）

ジャックダニエルブラック
Wild Turkey 8 Years
野火鸡威士忌　8年（波本）

ワイルドターキー8年
Maker′s  Mark 
杰克丹尼威士忌（田纳西）

メーカーズマーク

シーバスリーガル12年は様々なモルトやグレーンスコッ
チウィスキーをブレンドし、12年熟成させたものです。
このリッチで滑らかなブレンドはスタイリッシュさと伝統
を入り交えたものです。

￥1,000-
（税サ込￥1,210-）

Macallan 12 Years old
麦卡伦（纯麦芽）12年

マッカラン12年

華やかでラグジュアリーな味わいが特長のシェリーオー
クシリーズ。自社で原木の選定から製樽まで、徹底管理し
てつくられたシェリー樽で熟成された原酒のみを使用し
た、贅沢な逸品。

￥700-
（税サ込￥847-）

￥800-
（税サ込￥968-）

￥800-
（税サ込￥968-）

Suntory Kakubin
三得利角瓶

サントリー角瓶
Taketsuru Pure Malt 
竹鹤纯麦芽威士忌

竹鶴ピュアモルト
Hakushu Single Malt 
白州纯麦芽威士忌

白州シングルモルト

￥700-
（税サ込￥847-）

￥700-
（税サ込￥847-）

JTullamore Dew
图拉多（爱尔兰/混合）

タラモアデュー 
Canadian Club
加拿大俱乐部威士忌（加拿大/混合）

カナディアンクラブ

Japanese

Bourbon Tennessee Whiskey

Other Whiskey

Lounge Bar Time



※（　）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。／Price in (    ) include 10% service charge and consumption tax.／（　）内为已包含服务费和税金后的金额。

Dry Martini  / 干马天尼
ドライマティーニ

Gimlet / 琴蕾
ギムレット

White Lady / 白色佳丽
ホワイトレディー

Gin Tonic / 金汤力
ジントニック

Singapore Sling / 新加坡司令
シンガポールスリング

Gin Fizz / 金菲斯
ジンフィズ

Daiquri  / 戴可丽
ダイキリ

Cuba Libre / 自由古巴
キューバ・リバー

XYZ 
エックスワイジー

Bacardi / 百加得
バカルディ

Boston Cooler / 波士顿酷乐
ボストンクーラー

Salty Dog  / 咸狗
ソルティ・ドッグ

Screwdriver / 螺丝起子
スクリュードライバー

Moscow Mule / 
モスコミュール

Balalaika / 三弦琴

莫斯科佬

バラライカ

Bloody Mary / 血腥玛丽
ブラッディーメアリー

杜松子酒之基酒
ジンベース

COCKTAIL MENU
ALL￥800- （税サ込￥968-）

Gin 朗姆酒之基酒
ラムベース

ブランデー・ウイスキーベース

Rum 伏特加之基酒
ウォッカベースVodka

Margarita  / 玛格丽特
マルガリータ

Tequila Sunrise / 特其拉日出
テキーラサンライズ

Matador / 斗牛士
マタドール

Mockingbird / 模仿鸟
モッキンバード

Long Island Iced Tea  / 长岛冰茶
ロングアイランドアイスティー

Side Car  / 侧车
サイドカー

Alexander / 亚历山大 
アレキサンダー

France Connection / 
フレンチコネクション

Tennessee Cooler / 田纳西酷乐

法国情怀

テネシークーラー

Wine Cooler  / 葡萄酒酷乐
ワインクーラー

Kir / 凯歌
キール

American Lemonade / 
アメリカンレモネード

Dita Grapefruit  / 荔枝葡萄柚
ディタグレープフルーツ

Cassis Soda / 黑醋栗苏打
カシスソーダ

Cassis Orange / 黑醋栗橙汁
カシスオレンジ

Spumoni / 斯普莫尼
スプモーニ

Fuzzy Navel / 毛脐
ファジーネーブル

Campari Soda / 金巴利苏打 

卡路儿牛奶

カンパリソーダ

Kahla and Milk / 
カルーアミルク

Passoa Orange/ 卡路儿牛奶
パッソアオレンジ

China Blue  / 中国蓝
チャイナブルー

Apricot Cooler / 杏子酷乐
アプリコットクーラー

Leave Cocktail / 
おまかせカクテル

Shandy Gaff  / 香蒂格夫

美国柠檬水

シャンディ・ガフ

Red Eye / 红眼睛
レッドアイ

龙舌兰之基酒
テキーラベースTequila

利口酒之基酒
リキュールベースLiqueur

白兰地·威士忌之基酒Brandy Whisky 啤酒·葡萄酒之基酒
ビール・ワインベースBeer Wine

随意组合

Lounge Bar Time



※（　）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。／Price in (    ) include 10% service charge and consumption tax.／（　）内为已包含服务费和税金后的金额。
※写真は全てイメージ写真です。／ The photograph is all image

￥3,500-
（税サ込￥4,235-）

￥15,000-
（税サ込￥18,150-）

￥8,000-
（税サ込￥9,680-）

￥3,000-
（税サ込￥3,630-）

￥3,000-
（税サ込￥3,630-）

￥3,000-
（税サ込￥3,630-）

Pol Messer  Brut /

Moet & Chandon Half

Moet & Chandon Half

Asti Spumante Half

Freixenet X Half

Duc de Montagne Rose
Non-Alcoholic

原産国：フランス　　タイプ：辛口
ポールメッサー  ブリュット

￥3,500-
（税サ込￥4,235-）

￥5,000-
（税サ込￥6,050-）

￥2,700-
（税サ込￥3,267-）

￥3,000-
（税サ込￥3,630-）

Robert Mondavi Woodbridge

Chablis Alain Pautre

Castel Baron De Lestac Half

Bouchard P&F La Vignee Half

原産国：アメリカ　　品種：シャルドネ　　タイプ：辛口

原産国：フランス　　品種：シャルドネ　　タイプ：辛口

原産国：フランス　　品種：ソーヴィニヨン・ブラン　　タイプ：辛口

原産国：フランス　　品種：シャルドネ　　タイプ：辛口

ロバートモンダビ  ウッドブリッジ

アランポートレイ  シャブリ

カステルバロンド  レスタック（ハーフ）

ブシャールP&F  ラ  ヴィニエ（ハーフ）

￥3,500-
（税サ込￥4,235-）

￥4,000-
（税サ込￥4,840-）

￥2,700-
（税サ込￥3,267-）

￥3,000-
（税サ込￥3,630-）

Robert Mondavi Woodbridge

Casillero Del Diablo Merlot

Castel Baron De Lestac Half

Bouchard P&F La Vignee Half

原産国：アメリカ　　品種：カベルネソーヴィニヨン　　タイプ：ミディアムボディ

原産国：チリ　　　　品種：メルロー　　タイプ：フルボディ

原産国：フランス　　品種：カベルネソーヴィニヨン　　タイプ：ミディアムボディ

原産国：フランス　　品種：ピノ・ノワール　　タイプ：ミディアムボディ

ロバートモンダビ  ウッドブリッジ

カッシェロ  デル  ディアブロ  メルロー

カステルバロンド  レスタック（ハーフ）

ブシャールP&F  ラ  ヴィニエ（ハーフ）

原産国：フランス　　タイプ：辛口
モエ  エ  シャンドン

原産国：フランス　　タイプ：辛口
モエ  エ  シャンドン（ハーフ）

原産国：イタリア　　タイプ：甘口
アスティ  スプマンテ（ハーフ）

原産国：スペイン　　タイプ：辛口
フレシネ  エックス（ハーフ）

原産国：ベルギー　　タイプ：やや甘口
デュク・ドゥ・モンターニュ・ロゼ

BOTTLE WINE  MENU
气泡酒Sparkling Wine スパークリングワイン

白葡萄酒White Wine 白ワイン

红葡萄酒Red Wine 赤ワイン

ノンアルコール

Lounge Bar Time


