ROOM SERVICES
ルームサービス

ブレックファスト

内 線番号 2 でご注文ください。

ブレックファストのご利用時間は 7:00〜11:00 です。

アーリーバード ブレックファスト

¥ 3,700 ( 4,477 )

ジュース オレンジ、グレープフルーツ、アップル、トマト または ベジタブル

グリーンサラダとスモークサーモントラウト、生ハム、クリームチーズ、フルーツ
プレーンベーグル

コーヒー、カフェオレ、ホットチョコレート または ティーセレクション

アメリカン ブレックファスト

3,900 ( 4,719 )

ジュース オレンジ、グレープフルーツ、アップル、トマト または ベジタブル
お好みの玉子料理 ポークソーセージ、ベーコン、ハム添え
ベーカリーバスケット または トースト

コーヒー、カフェオレ、ホットチョコレート または ティーセレクション

ヘルシー ブレックファスト

4,200 ( 5,082 )

ジュース オレンジ、グレープフルーツ、アップル、トマト または ベジタブル
フルーツ ヨーグルト添え

お好みのシリアル コーンフレーク、オールブラン、ブランフレーク または グラノラ
牛乳、無脂肪乳 または 豆乳をお選びください。

全粒粉トースト

コーヒー、カフェオレ、ホットチョコレート または ティーセレクション

コンチネンタル ブレックファスト

2,700 ( 3,267 )

ジュース オレンジ、グレープフルーツ、アップル、トマト または ベジタブル
ベーカリーバスケット または トースト

コーヒー、カフェオレ、ホットチョコレート または ティーセレクション

ティーセレクション :

イングリッシュブレックファスト、アールグレイ、ダージリン、ピッコロ（カフェインフリー）
、
カモミール、ペパーミント、ローズヒップよりお選びいただけます。

（ ）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。

オールデイ ダイニング

内 線番号 2 でご注文ください。

オールデイ ダイニングのご利用時間は11:00〜22: 00 です。

前菜
¥ 1,900（2,299）

グリーンサラダ
スモークサーモントラウト

2,400（2,904）

チキンシーザーサラダ

2,800（3,388）

モッツァレラチーズとセミドライトマトのカプレーゼ

2,500（3,025）

ロメインレタス、チキン、ベーコン

スープ
本日のスープ

1,15 0（1,392）

ミネストローネスープ

1,250（1, 513）

サンドウィッチ、ハンバーガー
クラブサンドウィッチ フライドポテト添え

2,650（3,207）

カフェバーガー（プレーン または チェダーチーズ）
フライドポテト添え

2,850（3,449）
200（242）

ブレッド

ピッツァ
マルゲリータピッツァ

2,500（3,025）

4 種のチーズピッツァ

2,800（3,388）

トマト、フレッシュバジル、モッツァレラ

パスタ
トマトとフレッシュバジル スパゲッティ

2,200（2,662）

スパゲッティ ボロネーゼ

2,300（2,783）

（ ）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。

オールデイ ダイニング

内 線番号 2 でご注文ください。

オールデイ ダイニングのご利用時間は11:00〜22:00 です。

メインコース

メインコースのお料理にはローズマリー ポテトが付きます。
プラス ¥ 900 (1,070) でご飯、味噌汁、香の物のセットをご用意しております。

￥3,200（3,872）

チキンのソテー フォン ド ヴォーソース
ハーブの香るイベリコ豚のロースト 茄子のシチリア風		

3,900（4,719）

オーストラリア産 牛テンダーロインステーキ

150g

5,500（6,655）
7,400（ 8,954）

武州和牛ステーキ

200g 10,300（12,463）

フォン ド ヴォーソース または 和風ソース
醤油、山葵添え

180g

ハンバーグステーキ		

3,100（3,751）

お魚のエクストラヴァージンオリーブオイル 焼

3,200（3,872）

海 老と帆 立貝のグリル 野 菜のトマト煮 添え

3,500（4,235）

フォン ド ヴォーソース または 和風ソース

カレー、ピラフ
オーストラリア産牛フィレ肉のスパイシーカレー

2,900（3,509）

ナシゴレン フライドチキン添え

2,750（3,328）

ベジタブルピラフ

2,500（3,025）

デザート
ジェラート

¥ 900（1,089）

ティラミス

1,500（1,815）

ジェラートとエスプレッソコーヒーのアフォガート
シェフおすすめデザート
フルーツ盛り合わせ

1,500（1,815）
1,800（2,178）
〜
3,400（4,114）

（ ）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。

日本料理セレクション

内 線番号 2 でご注文ください。

日本料理セレクションのご利用時間は11:30〜13:45 / 17:00〜19: 45 です。
牛フィレ肉のステーキ膳

7,000（ 8,470）

和牛すきやき重

4,900（5,929）

海老天重
小鉢、味噌汁、香の物、水菓子付き

4,200（5,082）

上にぎり鮨
小鉢、お吸い物、香の物付き

6,000（7,260）

にぎり鮨
小鉢、お吸い物、香の物付き

5,300（6,413）

巻物盛り合わせ
小鉢、お吸い物、香の物付き

3,800（4,598）

海の幸丼
小鉢、お吸い物、香の物付き

4,300（5,203）

小鉢、食事、味噌汁、香の物、水菓子付き
小鉢、サラダ、香の物、味噌汁、水菓子付き

鉄火巻、かっぱ巻、かんぴょう巻、お新香巻、梅しそ巻、ごぼう巻より４種をお選びください。

中国料理セレクション

内 線番号 2 でご注文ください。

中国料理セレクションのご利用時間は11:30〜13:45 / 17:00〜19: 45 です。

小海老のチリソース煮（1～2 名様）

¥ 4,100（4,961）

岩手県産地養鶏の唐揚げ 特製醤油ソース（1～2 名様）

3,500（4,235）

酢豚（1～2 名様）

3,800（4,598）

四川麻婆豆腐（1～2 名様）

3,500（4,235）

牛肉とピーマンの細切り炒め（1～2 名様）

4,000（4,840）

黒酢風味 または フルーツ風味

五目炒飯

2,400（2,904）

五目かけ御飯

2,500（3,025）

海老入り焼そば

2,500（3,025）

五目焼そば

2,500（3,025）

（ ）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。

ヘルシーメニュー

内 線番号 2 でご注文ください。

ヘルシーメニューのご利用時間は11:00〜22: 00 です。
V：ベジタリアン

G：グルテンフリー

V

トマトとフレッシュバジル スパゲッティ

2,200（2,662）

V

野菜サンドウィッチ フライドポテト添え

2,300（2,783）

V

マルゲリータピッツァ

2,500（3,025）

G

マッシュルーム オムレツ
スチームポテトと緑黄色野菜（卵 3 個）

2,400（2,904）

G

野菜とカラスミ スパゲッティ

2,600（3,14 6）

G

海老と帆立貝のグリル 野菜のトマト煮添え

3,500（4,235）

G

お魚のエクストラヴァージンオリーブオイル焼

トマト、フレッシュバジル、モッツァレラ

3,200（3,872）

V＆G ベジタブルスティック

2,000（2,420）

V＆G モッツァレラチーズとセミドライトマトのカプレーゼ

2,500（3,025）

V＆G スチームベジタブル

1,800（2,178）

V＆G グリーンサラダ

1,900（2,299）

V＆G フライドポテト

1,10 0（1,331）

V＆G キノコのソテー

1,10 0（1,331）

V＆G ベジタブルスープ

1,15 0（1,392）

V＆G ベジタブルピラフ

2,500（3,025）

V＆G 野菜とトマトクリーム スパゲッティ

2,600（3,14 6）

（ ）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。

ルームサービスバー

内 線番号 2 でご注文ください。

お飲物のルームサービスのご利用時間は7:00〜22: 00 です。

リフレッシュメント
コーヒー（ポット入り）ホット または アイス

¥ 1,200（1,4 52）

カフェインレスコーヒー（ポット入り）

1,200（1,4 52）

ティーセレクション（ポット入り）ホット または アイス

1,200（1,4 52）

イングリッシュブレックファスト、アールグレイ、ダージリン、
よりお選びいただけます。

ミルク

レギュラー、無脂肪乳 または 豆乳

ホットミルク

レギュラー、無脂肪乳 または 豆乳

800（968）
1,200（1,4 52）

ソフトドリンク
コカコーラ（ 350 ㎖ ）
コカコーラ ゼロ（ 350 ㎖ ）

¥ 1,000（1,210）
1,000（1,210）

ジンジャーエール（ 350 ㎖ ）

1,000（1,210）

セブンアップ（ 350 ㎖ ）

1,000（1,210）

ミネラルウォーター
900（1,089）

ペリエ（ 330 ㎖ ）

500 ㎖ 1,000（1,210）

サンペレグリノ

1000 ㎖ 1,600（1,936）
500 ㎖ 1,000（1,210）

パンナ

1000 ㎖ 1,600（1,936）

ビール
瓶ビール（ 334 ㎖）

キリン・アサヒ・サッポロ

ノンアルコールビール

¥ 1,200（1,4 52）
900（1,089）

日本酒、
焼酎
（ 300 ㎖）
花の舞〈淡麗辛口の純米酒・静岡〉

1,900（2,299）

（ 900 ㎖ ）
高千穂 黒麹〈むぎ焼酎・宮崎〉

4,500（5,445）

ボトル サービス

フルボトルには、ミックスナッツ、氷、ソーダ または ミネラルウォーターが 付きます。

シーバス リーガル 12 年

29,000（35,090）

アイ ダブリュー ハーパー 12 年

31, 000（37,510）

竹鶴 21 年

55,000（66,550）

（ ）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。

ルームサービスバー

内 線番号 2 でご注文ください。

ルームサービスバーのご利用時間は7:00〜22: 00 です。

1/4 ボトルワイン

〈スパークリングワイン〉

アスティ スプマンテ〈イタリア〉

〈白ワイン〉

200 ㎖ ¥ 1,800（2,178）

187 ㎖

1, 200（1,452）

コンチャ イ トロ サンライズ カベルネソーヴィニヨン〈チリ〉187 ㎖

1,200（1,452）

コンチャ イ トロ サンライズ シャルドネ〈チリ〉

〈赤ワイン〉

シャンパン、スパークリングワイン
アスティ スプマンテ〈イタリア〉

1/2 ボトル

3,500（4,235）

モエ エ シャンドン モエ アンペリアル〈フランス〉

1/2 ボトル

8,500（10,285）

			

ボトル 14,000（16,940）

ポメリー ブリュット ロゼ〈フランス〉

ボトル 16,000（19,360）

ローラン ペリエ ウルトラ ブリュット〈フランス〉

ボトル 20,000（24,200）

キュヴェ ドン ペリニヨン〈フランス〉

ボトル 47,000（56,870）

白ワイン
ソアーベ クラシコ〈イタリア〉

1/2 ボトル
ボトル

2,500（3,025）

4,800（5,808）

ボトル

6,000（7,260）

シャブリ プルミエクリュ モンテ ドゥ トネル〈フランス〉 1/2 ボトル

5,800（7,018）

ジョンティ〈フランス〉

ボトル 10,500（12,705）

赤ワイン
ヴァルポリッツェラ クラシコ〈イタリア〉

1/2 ボトル
ボトル

キャンティ クラシコ〈イタリア〉

1/2 ボトル
ボトル

シャトー レイソン〈フランス〉
シャサーニュ モンラッシェ〈フランス〉

1/2 ボトル

2,500（3,025）

4,800（5,808）

4,500（5,445）

8,500（10,285）
5,000（6,050）

ボトル

9,500（11,495）

1/2 ボトル

7,400（ 8,954）

ボトル 14,700（17,787）

コート ロティ〈フランス〉

ボトル 21,000（25,410）

オーパス ワン〈アメリカ〉

ボトル 85,000（102,850）

（ ）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。

