
ホワイトパレスホワイトパレス

開催期間開催期間

（Ｌ．Ｏ20：30）（Ｌ．Ｏ20：30）
営業時間営業時間 17：00～21：0017：00～21：00

（金）（金）までまで~9月 23日~9月 23日
  （金）  （金）

ご予約受付中ご予約受付中

ＴＥＬ ：0545-51-0678
完全予約制

ホワイトパレス 富士市青島 200-1担当 ：石川・竹川
JA202270016

受付：平日 9：00 ～ 18：00

6月 17日6月 17日
営業時間 17：00～21：00

（Ｌ．Ｏ20：30）

6月 17日開催期間   （金）
~9月 23日（金）まで

2022

ホワイトパレス

食べて飲んで暑さを吹き飛ばそう !!
おまかせコースや飲み放題コースなど
メニュー豊富に取り揃えております。
ご家族・ご友人・会社慰安会等ご利用
お待ちしております。

食べて飲んで暑さを吹き飛ばそう !!
おまかせコースや飲み放題コースなど
メニュー豊富に取り揃えております。
ご家族・ご友人・会社慰安会等ご利用
お待ちしております。



ノンアルコールビール（瓶）

レモン

グレープフルーツ

巨峰

白糸（冷・お燗瓶）

カシスオレンジ

カシスウーロン

ファジーネーブル

デュワーズ ハイボール

ブラックニッカ ハイボール

グラスワイン (赤／白 )

オレンジジュース マンゴージュース

カルピス　　　　　　コカ・コーラ 

ジンジャーエール　　ウーロン茶　 

山ぶどうスカッシュ　緑茶

アサヒスーパードライ

静岡麦酒

飲み放題メニュー飲み放題メニュー

芋 焼酎 麦 焼酎

ショット

甲類 焼酎

飲み放題プランについて
飲物のオーダーストップは、プラン終了15分前です。
終了時間は、事前に幹事様に告知させていただきま
す。テーブルに終了時間を記載したプレートを用意
させていただきます。お時間以降のご注文について
は別途料金頂戴いたします。
何卒、ご理解をよろしくお願い申し上げます。

ソフトドリンクソフトドリンク

日本酒日本酒

ハイボールハイボール

生ビール生ビール

焼 酎焼 酎 水割り・お湯割り・お茶割り

氷彩サワー氷彩サワー

カクテルカクテル

ワインワイン

ホワイトブランデーベース

しずおか ばくしゅ

　120分  2,500円　120分  2,500円　90分     2,000円　90分     2,000円



ジャ
ンボ 枝豆 ¥￥400

落花生 ￥400

冷奴（1人前） ¥￥350

ピリ辛冷奴（1人前） ¥￥400

白菜キムチ ￥350

冷しトマト ￥350

大焼売（3個） ￥580

鶏ハラミ炭火焼き ￥700

チーズスティック（4本） ¥￥650

じゃこ天チップス ￥400

鶏から揚げ（5個） ￥550

ごぼうスティック ￥500

ポテトフライ ￥450

タコの唐揚げ ￥600

とうもろこし天（5個） ￥400

いかゲソ揚げ ￥500

ソーセージ盛り（5本） ￥600

 当店人気ナンバー NO.1 の、
大きい玉ねぎが特徴の串カ
ツです。甘い玉ねぎとカツ
の相性は抜群!! まずはビー
ルとこの１本 !!

 ダージーパイとは、台湾夜市
の定番グルメ。カリカリの食
感と、スパイシーな香り、二度
見するほどのBIG なサイズが
特徴の、台湾からあげです。

 良質な豚のバックリブ
を焼いたスペアリブは食
べれば旨みがじゅわっと
口の中に広がります。

1本￥450

1枚　￥550

1本　￥3,300
ハーフ　￥1,800

焼きそば（1人前） ¥￥600

焼きおにぎり（2個） ¥￥450

冷したぬきそば ¥￥500

バニラアイス ¥￥350

杏仁豆腐 ¥￥380

ワッフル ￥500
（バニラアイス＆チョコソース）

しらすと塩昆布 ￥800

いぶりがっこと酒粕 ￥800

ミラノ風ミックス ￥800

※表示は全て税込み価格です

（フードラストオーダー 20：30）

営業時間　17：00～ 21：00

フードメニューフードメニュー
2022

Ｆood MenuＦood Menu

やみつきキャベツ ￥450

グリーンサラダ ¥￥600

生ハムサラダ ¥￥750
串カツ

スペアリブ

ダージーパイ風唐揚げ

すぐ出るつまみすぐ出るつまみ サラダサラダ当店一押し！当店一押し！

おつまみピザおつまみピザ

一品料理一品料理

〆の一品〆の一品

デザートデザート



ノンアルコールビール ¥480

アサヒ黒生ビール

ハーフ＆ハーフ

アサヒ黒生ビール

ハーフ＆ハーフ

芋

レモン ¥￥500

グレープフルーツ ¥￥500

巨峰  ¥￥500

レモン ¥￥500

グレープフルーツ ¥￥500

巨峰  ¥￥500

カシスオレンジ ¥￥600

カシスウーロン ¥￥600

ファジーネーブル ¥￥600

カシスオレンジ ¥￥600

カシスウーロン ¥￥600

ファジーネーブル ¥￥600

デュワーズハイボール ¥￥550

ブラックニッカハイボール ¥￥550

水割ｏｒロック ￥550

コークハイボール ¥￥570

ジンジャーハイボール ￥570

デュワーズハイボール ¥￥550

ブラックニッカハイボール ¥￥550

水割ｏｒロック ￥550

コークハイボール ¥￥570

ジンジャーハイボール ￥570

グラスワイン (赤／白 ) ¥￥500グラスワイン (赤／白 ) ¥￥500

山ぶどうスカッシュ ￥350

緑茶 ¥￥350

アイス珈琲  ¥￥350

珈琲フロート  ¥￥550

コーラフロート ¥￥550

山ぶどうスカッシュ ￥350

緑茶 ¥￥350

アイス珈琲  ¥￥350

珈琲フロート  ¥￥550

コーラフロート ¥￥550

マンゴージュース ¥￥350

オレンジジュース  ¥￥350

カルピス ￥350

コカ・コーラ  ¥￥350

ジンジャーエール ¥￥350

ウーロン茶 ¥￥350

マンゴージュース ¥￥350

オレンジジュース  ¥￥350

カルピス ￥350

コカ・コーラ  ¥￥350

ジンジャーエール ¥￥350

ウーロン茶 ¥￥350

　厳選した原材料、選び抜いた酵

母によって実現した、深いコクと

さわやかなキレ。口当たりのいい、

飲みやすい後味が特徴です。

　厳選した原材料、選び抜いた酵

母によって実現した、深いコクと

さわやかなキレ。口当たりのいい、

飲みやすい後味が特徴です。

サザン（甲類）

ボトル￥3,800　ショット￥520

ボトル￥3,800　ショット￥520

赤霧島

　紫芋「紫優」を使用。豊富に含まれるポ

リフェノールが焼酎麹の生成するクエン酸

と反応して、もろみが真っ赤になることか

ら「赤霧島」と命名。気高い香りと澄んだ

甘みが特徴です。

むらさきまさり

ボトル￥2,800　ショット￥500

　醸造元の老松酒造は、日田天領水で有名

な名水の街にあり、そこで造られる閻魔は

飲みやすく、まろやかな喉ごしと淡い余韻

が味わえる、本当においしい焼酎です。

　醸造元の老松酒造は、日田天領水で有名

な名水の街にあり、そこで造られる閻魔は

飲みやすく、まろやかな喉ごしと淡い余韻

が味わえる、本当においしい焼酎です。

閻魔

麦

　静岡県限定の麦芽 100％

生ビール。きめ細かい泡、

なめらかな口あたり。まろ

やかなうまみがありながら、

爽やかな後味が特徴です。

　静岡県限定の麦芽 100％

生ビール。きめ細かい泡、

なめらかな口あたり。まろ

やかなうまみがありながら、

爽やかな後味が特徴です。

ドリンクメニュードリンクメニュー
Drink MenuDrink Menu

※表示は税込み価格です

2022

しずおかばくしゅ

静岡麦酒

スーパードライ
アサヒ

￥600

￥600

￥600

￥600

氷彩サワー氷彩サワー

カクテルカクテル

ソフトドリンクソフトドリンク

白糸（冷・お燗瓶） ￥550

生冷酒 ( 正雪 ) ￥900

白糸（冷・お燗瓶） ￥550

生冷酒 ( 正雪 ) ￥900

日本酒日本酒

生ビール生ビール

ワインワイン

ウイスキーウイスキー

焼 酎焼 酎

ホワイトブランデーベース


