
プティ・アペロ 

PETIT APERO 
 
 

「プティ・アペロ」では、異なる地域の世界各地のアミューズブーシェ 8種と  

ドリンクのマリアージュをフリーフローでお楽しみいただけます。 

Petit Apero offers free-flow beverages perfectly paired with  

eight different bite-sized tapas. 

  
  

FOOD MENU 
 

ロブスターソーセージとジャーマンポテトのピンチョス（ドイツ） 

Lobster sausage and 

German fried potato Pincho (Germany) 

 

蟹爪のフライ スパイシートマトソース（アメリカ） 

Fried crab claw, Spicy tomato sauce (USA) 

 

フィッシュパイ（イギリス） 

Fish pie (UK) 

 

ニシンと赤キャベツのマリネ（スウェーデン） 

Herrings and Red cabbage marinade (Sweden) 

 

チキンレバーのブリュレ トンカ豆のソース（フランス） 

Chicken liver brûlée, Tonka Beans sauce (France) 

 

鴨とオレンジのクロスティーニ（イタリア） 

Duck and orange crostini (Italy) 

 

フムスとグリル野菜のピタサンド（レバノン） 

Hummus, Grilled vegetables, Pita (Lebanon) 

 

ビーフケバブ（トルコ） 

Beef kebab (Turkey) 

 

 

 

 

 

 

FREE-FLOW DRINKS 

 

 
 
 

STANDARD 

 

ビール、スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン 

Beer, sparkling wine, red wine, white wine 
 

 

 

SOFT DRINK 
 

オレンジ、グレープフルーツ、コーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶 
Orange, grapefruit, Coca cola, ginger ale, Oolong tea 

https://ejje.weblio.jp/content/Pincho
https://ejje.weblio.jp/content/herrings


コンラッド・アペロ 

CONRAD APERO 
 
 

「コンラッド・アペロ」では、異なる地域の世界各地のアミューズブーシェ8種と 

スペシャルカクテルのマリアージュをフリーフローでお楽しみいただけます。 

Conrad Apero offers free-flow beverages, including special 

cocktail, perfectly paired with eight different bite-sized tapas. 

  
 

FOOD MENU 
 

ロブスターソーセージとジャーマンポテトのピンチョス（ドイツ） 

Lobster sausage and 

German fried potato Pincho (Germany) 

 

蟹爪のフライ スパイシートマトソース（アメリカ） 

Fried crab claw, Spicy tomato sauce (USA) 

 

フィッシュパイ（イギリス） 

Fish pie (UK) 

 

ニシンと赤キャベツのマリネ（スウェーデン） 

Herrings and Red cabbage marinade (Sweden) 

 

チキンレバーのブリュレ トンカ豆のソース（フランス） 

Chicken liver brûlée, Tonka Beans sauce (France) 

 

鴨とオレンジのクロスティーニ（イタリア） 

Duck and orange crostini (Italy) 

 

フムスとグリル野菜のピタサンド（レバノン） 

Hummus, Grilled vegetables, Pita (Lebanon) 

 

ビーフケバブ（トルコ） 

Beef kebab (Turkey) 

FREE-FLOW DRINKS 
 

STANDARD 

 

ビール、スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン 

Beer, sparkling wine, red wine, white wine 

 

SOFT DRINK 

 

オレンジ、グレープフルーツ、コーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶 

Orange, grapefruit, Coca cola, ginger ale, Oolong tea 

 

SPECIAL COCKTAIL 
 

キルシュビア（ドイツ） 
Kirsch Bier (Germany) 

 
グルーヴ（アメリカ） 

Groove (USA) 
 

ブリティッシュレモネード（イギリス） 
British Lemonade (UK) 

 
シグトゥーナ（スウェーデン） 

Sigtuna (Sweden) 
 

ドゥーシェドール（フランス） 
Douche d'or (France) 

 
グロッタアズール（イタリア） 
Grotta Azzurra (Italy) 

 
カディーシャスプリツァー（レバノン） 
Qadisha Spritzer (Lebanon) 

 
ターキッシュサンライズ（トルコ） 

Turkish Sunrise (Turkey) 

https://ejje.weblio.jp/content/Pincho
https://ejje.weblio.jp/content/herrings


リシェ・アペロ 

RICHE APERO 
 
 

「リシェ・アペロ」では、異なる地域の世界各地のアミューズブーシェ 8種と  

シャンパーニュのマリアージュをフリーフローでお楽しみいただけます。 

Riche Apero offers free-flow beverages, including champagne, 

perfectly paired with eight different bite-sized tapas. 

  
  

FOOD MENU 
 

ロブスターソーセージとジャーマンポテトのピンチョス（ドイツ） 

Lobster sausage and 

German fried potato Pincho (Germany) 

 

蟹爪のフライ スパイシートマトソース（アメリカ） 

Fried crab claw, Spicy tomato sauce (USA) 

 

フィッシュパイ（イギリス） 

Fish pie (UK) 

 

ニシンと赤キャベツのマリネ（スウェーデン） 

Herrings and Red cabbage marinade (Sweden) 

 

チキンレバーのブリュレ トンカ豆のソース（フランス） 

Chicken liver brûlée, Tonka Beans sauce (France) 

 

鴨とオレンジのクロスティーニ（イタリア） 

Duck and orange crostini (Italy) 

 

フムスとグリル野菜のピタサンド（レバノン） 

Hummus, Grilled vegetables, Pita (Lebanon) 

 

ビーフケバブ（トルコ） 

Beef kebab (Turkey) 

 

 

 

 

FREE-FLOW DRINKS 
 
 

CHAMPAGNE 

シャンパーニュ 

  

DRAFT BEER 

生ビール 

  

RED WINE 

赤ワイン 

  

WHITE WINE 

白ワイン 

 

SOFT DRINK 
 

オレンジ、グレープフルーツ、コーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶 
Orange, grapefruit, Coca cola, ginger ale, Oolong tea 

https://ejje.weblio.jp/content/Pincho
https://ejje.weblio.jp/content/herrings


ビエール・アペロ 

BEER APERO 
 
 

「ビエール・アペロ」では、異なる地域の世界各地のアミューズブーシェ 8種と  

クラフトビールのマリアージュをフリーフローでお楽しみいただけます。 

Beer Apero offers free-flow beverages, including craft beers, 

perfectly paired with eight different bite-sized tapas. 

  
  

FOOD MENU 
 

ロブスターソーセージとジャーマンポテトのピンチョス（ドイツ） 

Lobster sausage and 

German fried potato Pincho (Germany) 

 

蟹爪のフライ スパイシートマトソース（アメリカ） 

Fried crab claw, Spicy tomato sauce (USA) 

 

フィッシュパイ（イギリス） 

Fish pie (UK) 

 

ニシンと赤キャベツのマリネ（スウェーデン） 

Herrings and Red cabbage marinade (Sweden) 

 

チキンレバーのブリュレ トンカ豆のソース（フランス） 

Chicken liver brûlée, Tonka Beans sauce (France) 

 

鴨とオレンジのクロスティーニ（イタリア） 

Duck and orange crostini (Italy) 

 

フムスとグリル野菜のピタサンド（レバノン） 

Hummus, Grilled vegetables, Pita (Lebanon) 

 

ビーフケバブ（トルコ） 

Beef kebab (Turkey) 

FREE-FLOW DRINKS 
 

CRAFT BEER SELECTION 

伊勢角屋ペールエール（日本） 
Isekadoya PaleAle (Japan) 

伊勢角屋ヒメホワイト（日本） 
Isekadoya Hime White (Japan) 

常陸野ネストビール  セゾン ドゥ ジャポン（日本） 
Hitachino Nest Saison du Japon (Japan) 

常陸野ネストビール ジャパニーズクラシックエール（日本） 
Japanese Classic Ale (Japan) 

モレッティ ビール（イタリア） 
Amber Negra (Spain) 

ジェード オーガニック アンバー（フランス） 
Jade Organic Amber beer (France) 

シエラネバダ ペールエール（アメリカ） 
Sierra Nevada PaleAle (US) 

パンク  IPA 
Punk IPA 

ホフブロイ ヘフェヴァイツェン（ドイツ） 
Hofbrau Hefe Weizen 

ホフブロイ ドゥンケル（ドイツ） 
Hofbrau Dunkel 

 

DRAFT BEER 

生ビール 

 

SOFT DRINK 
 

オレンジ、グレープフルーツ、コーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶 
Orange, grapefruit, Coca cola, ginger ale, Oolong tea 

https://ejje.weblio.jp/content/Pincho
https://ejje.weblio.jp/content/herrings
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