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バーベキュー
プレートの写真は
4人盛り

LUNCH

9/30
（金）
まで

DINNER

11:30 14:30（L.O 13:30）

17:30 21:30（L.O 20:00）

BBQ + ランチビュッフェ

BBQ + ディナービュッフェ

●お子様料金はビュッフェのみ

●お子様料金はビュッフェのみ

お一人様 4,400円

お一人様 6,050円

小学4〜6年生 1,540円
小学1〜3年生 1,100円
2歳以上の未就学児 660円

OPTION

小学4〜6年生 2,695円
小学1〜3年生 1,925円
2歳以上の未就学児 1,155円

飲み放題60分

お一人様 2,200円

※価格はすべて税込みです。
※北海道フェア期間中（5/20〜7/18）
は、
ランチBBQのみ上記価格で
北海道メニュー食べ放題！
（北海道プレートは別途2,200円）
※ご予約は2名様以上から可能です。BBQの一人前追加は別途2,200円
※屋外での開催の可否は、
ランチは当日9時・ディナーは当日15時に決定いたします。
なお、雨天の場合はレストラン内にてお焼きしたものをご提供いたします。

キーテラスのビアガーデン

POPUP SHOP

BEER SHIRAHAMA

ホテルシーモア ロビーに出店される3つのポップアップショップをご紹介します！

Trunk

-トランク- 【OPEN 金・土・日 10:00〜17:00】

国内からインポートのブランドまで取り揃えるアパレルショップ
「Trunk」。
オーナーは、地元では誰もが知るショップ「クーガー」
を30年ものあいだ運営してきた実績があり、洋服に関するセン
スと知識は本物。週末はぜひ覗いてみてください。

【OPEN 月1回 金・土・日 10:00〜17:00】

CHOUETTE D’OR

-シュエットドール-

ハイクラスな革を使った財 布や バッグ、革 小 物を展 開 する
「CHOUETTE DʼOR」。セミオーダーや完全オーダーまで、すべ
て職人による手作業で行っています。先日発表された新作のコ
ンパクト財布「マガリー」
も好評です。一度手に取ってみて！

REVE

6/1（水）-9/30（金）
18:00〜21:30（最終入場20:30）

海に沈む夕日を眺めながら楽しむビアガーデン
「BEER TERRACE」
。
ビールやチューハイの他、
リキュールやノンアルのシロップを各20種類以上ご用意いたしました。
お好きなカクテルやドリンクを作って、
ビュッフェのお料理とともにぜひ楽しいひとときを。
ご予約なしでお楽しみいただけます。

-レーヴ- 【OPEN 不定期 10:00〜17:00】

2時間飲み放題 + ビュッフェでお好きなお料理とデザートをチョイス

大人 お一人様

3,850円

小人 1,155円〜2,695円
（年齢によって変わります）
「普段遣いのできるシンプルなデザイン」
をコンセプトに、
スター
リングシルバーを使ったこだわりのアクセサリーをオーナー自
らがひとつひとつ手作りしている
「REVE」。飽きのこない上質な
アクセを、
どうぞ旅の思い出に。

ホテル シーモア
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1821

TEL:0739-43-1000
https://www.keyterrace.co.jp

※雨天・強風の場合は中止いたします
（当日15時に決定）
※お料理とデザートのチョイスはそれぞれワンプレートに1回限りとなります。

SHIRAHAMA KEY TERRACE

HOTEL SEAMORE
←千畳敷

フィッシャーマンズ
ワーフ白浜様

●

●

ファミリーマート
白浜湯崎店様

●
牟婁の湯

白良浜→

湯崎

おまたせしました︑
キーテラス名物
﹁ EAT JAPAN
北海道﹂
！

※ディナーは北海道フェア特別ビュッフェではありません
※3名様以上の場合は要追加料金
※2日前18時までに要予約

北海道特別ランチビュッフェには︑

！！

タラバガニといくらの
﹁北海道プレート﹂
を一皿︒

55,000円

さらにディナーではタラバガニ丸ごと１匹楽しめるメニューまで

蟹づくしプレート +
通常ディナービュッフェ2名様分

その他︑
北海道の幸を味わい尽くす盛りだくさんの内容です︒

17:30 21:30（L.O 20:30）

ぜひご堪能ください！

DINNER

平日のディ
ナー1組様
限定！
約4kgの
タラバガニ
を
1匹丸ごと
どーん

キーテラス
名物！

LUNCH

北海道フェア特別ビュッフェ食べ放題
+ 北海道プレート1皿付き
お一人様

3,850円

小人：小学4〜6年生 2,695円
小学1〜3年生 1,925円
2歳以上の未就学児 1,155円

SHIRAHAMA KEY TERRACE presents

EAT JAPAN 第4 回

北海道

2022/5/20（金）-7/18（月）
11:30 14:30（L.O 14:00）

※価格はすべて税込です

（ビュッフェのみ）

※アルコールメニューは別途料金になります

！！

ディナービュッフェに
蟹といくらのワンプレートをプラスして
プチ北海道気分！

北海道プレート…2,200円

（ディナービュッフェ 大人お一人様3,850円）

ディナー限定

蟹といくらの
桶寿司
…2,200円

わ ろうだ

いけす「円座」
11:30〜14:30（L.O 14:00）
ディナー 17:30〜21:30
（L.O 20:30）
ランチ

焼きタラバガニ付き！
北海道寿司御膳

2,750円

蟹といくらの

kukulu SHOP ／ TETTI BAKERY & CAFE

TETTI BAKERY & CAFE

●北海道ビール
ハニーアップルエール／メロンエール
ナイアガラエール／ピーチホワイトエール

北海道産小麦を使った人気の
「パン・ド・ミ」
他、
新商品も続々登場予定！！

●北海道ハイボール
メロン／ガラナ／ハスカップ

●北海道産生乳100％！
「あいすの家」
朝しぼりミルク／あずき／夕張メロン

北海道プレート付き
お一人様 1皿

【北海道フェア特別ビュッフェ】

※食べ放題ではありません
※追加：1皿2,200円

じゃがバター／ 青つぶ貝うま煮／ 北海道産とうもろこし／ 北海道塩ラーメン／ 数の子松前漬
北海勝手丼
（まぐろ・サーモン・甘えび・北海道産ホタテ・北海いかうに）
／ 北海産タラ使用 魚ザンギ天麩羅
北海産 殻付きホタテ／ 北海道名物 ジンギスカン／ 北海道産牛ステーキ／ 北海道 鮭ちゃんちゃん焼き
北海道 鮭の石狩鍋／ 北海道恵みのグラタン／ 北海 シーフードピザ／ 札幌バルナバハム 農家のベーコンサラダ
にしんマリネ／ 蟹みそ汁／ 北海道 とうもろこし茶／ 北海道 濃い〜牛乳

TAKE OUT
期間中は、
ランチBOXも
北海道メニューに変わります！

・北海道 勝手丼BOX
・北海道牛ステーキBOX
…各1,200円

