
アメリカン  ブレックファースト
¥4,350 ¥4,350

Bread Basket of MAISON KAYSER
（ジャム３種、バター付き）(with jam and butter)

メゾンカイザーのパンバスケット

オリエンタル  ブレックファースト

ご朝食のご予約は、前日の8：00ｐ.ｍ.までに
インルームダイニングにお電話ください。

Please call in-room dining by 8:00p.m. the day before your breakfast.

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。
※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。
※お米は国産米を使用しております。

※表示料金は、サービス料・税金が含まれております。

ご朝食 ／ BREAKFAST

メニューはこちらからも
ご覧いただけます

～7:00 a.m. 10:00 a.m.

フルーツ盛り合わせ
Assorted Fruits

American Breakfast Oriental Breakfast

ジュース
フレッシュオレンジ / グレープフルーツ / 
パイナップル / アップル / トマト / ベジタブル
Fresh Orange / Grapefruit / 
Pineapple / Apple / Tomato / Vegetable

Juice

ジュース
フレッシュオレンジ / グレープフルーツ / 
パイナップル / アップル / トマト / ベジタブル
Fresh Orange / Grapefruit / 
Pineapple / Apple / Tomato / Vegetable

Juice

卵料理
プレーンオムレツ / スクランブルエッグ / 
ボイルドエッグ / フライドエッグ

Plain Omelette / Scrambled Eggs / 
Boiled Egg / Fried Egg

Eggs

ソーセージ、ベーコン、ローストハム、
温野菜添え

with Sausage, Bacon, Roasted Ham, 
& Steamed Vegetable

卵料理
プレーンオムレツ / スクランブルエッグ / 
ボイルドエッグ / フライドエッグ

Plain Omelette / Scrambled Eggs / 
Boiled Egg / Fried Egg

Eggs

ソーセージ、ベーコン、ローストハム、
温野菜添え

with Sausage, Bacon, Roasted Ham, 
& Steamed Vegetable

ドリンク
コーヒー / 紅茶 / ミルク / カフェインレスコーヒー / 
ローファットミルク / 豆乳
Coffee / Tea / Milk / Decaffeinated Coffee / 
Low-fat Milk / Soy Milk

Beverages

ドリンク
コーヒー / 紅茶 / ミルク / カフェインレスコーヒー / 
ローファットミルク / 豆乳
Coffee / Tea / Milk / Decaffeinated Coffee / 
Low-fat Milk / Soy Milk

Beverages

※The prices include service charge and consumption tax.
※Manu items may change according to ingredient availability.
※Please inform our staff if you have any food allergies.
※We use domestic rice for all rice dishes.

Click the “QR” code on the right.

プレーンヨーグルト　ベリーソース添え
Plain Yogurt with Berry Sauce

プレーンヨーグルト　ベリーソース添え
Plain Yogurt with Berry Sauce

モーニングサラダ
Morning Salad
　フレンチドレッシング / イタリアンドレッシング / 
　ノンオイルドレッシング

French Dressing / Italian Dressing / Non-oil Dressing

本日の焼き魚
Today's grilled fish

お惣菜３種
3 side dishes

本日の小鉢
Today's small bowl

香の物 / ご飯 / お味噌汁 / 焼き海苔
Pickles / Rice / Miso Soup / Roasted Seaweed



本日のスープ
Today's Soup

¥1,600

Caesar Salad
シーザーサラダ ¥3,000

彩りミックスサラダ
Mixed Salad ( French / Italian / Non-oil / Vegetarian )

（フレンチ／イタリアン／ノンオイル／ベジタリアン） ¥3,000

Spaghetti Carbonara
ベーコンとパルメザンチーズのスパゲッティ“カルボナーラ” ¥2,900

Spaghetti Bolognese
ミートソースのスパゲッティ“ボロネーゼ” ¥2,900

Spaghetti Pescatore
シーフードとトマトソースのスパゲッティ“ペスカトーレ” ¥3,200

Beef Curry and Rice with Steamed Vegetables
ビーフカレー　温野菜添え ¥3,300

海老フライ　レムラードソース添え
Deep Fried Shrimp with Remoulade Sauce

¥4,000

Grilled Chicken with French Fries
グリルチキン　フライドポテト添え ¥3,500

"WAGYU" Hamburger Steak with Grated Radish and PONZU Sauce
黒毛和牛のハンバーグステーキ　おろしポン酢ソース ¥4,100

Beef Tenderloin Steak with Steamed Vegetables
牛フィレステーキ　温野菜添え ¥5,400

"WAGYU" Sirloin Steak with Steamed Vegetables
黒毛和牛のサーロインステーキ　温野菜添え ¥7,100

Bread / Rice
パン / ライス ¥600

Set Meal ( with Small Salad, Bread or Rice, and Coffee or Tea )
メインディッシュセット（スモールサラダ、パン または ライス、コーヒー または 紅茶付き） ¥1,650

ケーキとフルーツ盛り合わせ
Assorted Dessert Plate

¥3,300

5:00 p.m.～9:00 p.m.

～アラカルト／ À la carte ～

前菜 Appetizer

スープ・サラダ Soup・Salad

アメリカンクラブハウス サンドウィッチ
American Clubhouse Sandwiches

¥3,200

サンドウィッチ Sandwich

スパゲッティ・カレー Spaghetti・Curry

メインディッシュ Main Dish

フルーツ Fruits

チーズ盛り合わせ　ドライフルーツ添え ¥3,000
Assorted Cheese with Dry Fruits
生ハムメロン ¥2,900
Prosciutto with Fresh Melon
フライドチキンとフライドポテト ¥2,700
Fried Chicken & French Fries
ソーセージ盛り合わせ ¥3,200
Assorted Sausages



アラカルト メニュー

À la Carte Menu

\1,950ミネストローネ

Minestrone Soup

\3,200大豆ミートソースのパスタ グリル野菜添え

Pasta with Soy Meat Sauce, Grilled Vegetables

\3,500ムングダルカレー

Moong Dal Curry

※お米は特に表記のない限り国産米を使用しております。

※表示料金は、サービス料・税金が含まれております。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

Rice uses domestic rice.

The prices include service charge and consumption tax.

All menu items are subject to change according to seasonality and availability.

Please inform our staff know if you have any food allergies.

By law, alcohol may not be served to drivers or persons under 20 years of age.

ベジタリアン＆ビーガンメニュー / Vegetarian & Vegan

\2,700ベジタブル サラダ

Vegetable Salad

どちらかお選びください　you can choose one

トマト＆麹ドレッシング
Tomato � Malt Dressing

豆乳ドレッシング
Soy milk Dressing



フレッシュオレンジジュース Fresh Orange Juice ¥1,390
オレンジジュース Orange Juice ¥980
グレープフルーツジュース Grapefruit Juice ¥980
パイナップルジュース Pineapple Juice ¥980
アップルジュース Apple Juice ¥980
トマトジュース Tomato Juice ¥980
ベジタブルジュース Vegetable Juice ¥980

コカコーラ Coca Cola ¥1,030
コカコーラ ゼロ Coca Cola Zero ¥1,030
ジンジャーエール Ginger Ale ¥1,030
アイスウーロン茶 Ice Oolong Tea ¥1,030
エビアン Evian ¥1,130
ペリエ Perrier ¥1,130

コーヒー Coffee ¥1,080
エスプレッソ Espresso ¥1,080
カフェオレ Café au lait ¥1,080
カフェラテ Café latte ¥1,080
カフェインレスコーヒー Decaffeinnated Coffee ¥1,080
紅茶 Tea ¥1,080
ミルク Milk ¥980

ビール / Beer
ビール (アサヒ/キリン/サッポロ） 334ml Beer (Asahi/Kirin/Sapporo) ¥1,250
サントリー ザ・プレミアム・モルツ 334ml Suntory The Premium Malt's ¥1,300
ハイネケン 330ml Heineken ¥1,350
コロナビール 355ml Corona ¥1,350
ギネス スタウト 330ml Guinness Stout ¥1,350
横浜ビール アルト 330ｍｌ YOKOHAMA Beer Alt ¥1,150

日本酒 / Japanese SAKE
君の井 (純米酒） 1合180ml Kiminoi (Junmai shu) ¥1,550
瑞兆 (大吟醸酒） 1合180ml Zuicho (Daiginjo shu) ¥2,470

焼酎 / Japanese"Shochu"Spirits
麦焼酎 グラス Barley Shochu ¥1,420
芋焼酎 グラス Sweet Potato Shochu ¥1,420

カクテル / Cocktails
ジントニック Gin Tonic ¥1,630
モスコミュール Moscow Mule ¥1,630
スプモーニ Spumoni ¥1,630
カシス ソーダ Cassis & Soda ¥1,630
カシス グレープフルーツ Cassis & Grapefruit ¥1,630
カシス オレンジ Cassis & Orange ¥1,630
ディタグレープフルーツ Dita & Grapefruit ¥1,630
ソルティ ドッグ Salty Dog ¥1,630
スクリュードライバー Screwdriver ¥1,630
梅酒 ソーダ Umeshu Soda ¥1,630

アルコール ドリンク /　ALCOHOLIC DRINKS
《 5:00 p.m. 〜 9:00 p.m. 》

ソフトドリンク & コーヒー ・ 紅茶 / SOFT DRINKS & COFFEE ・ TEA
《 5:00 p.m. 〜 9:00 p.m. 》



《 5:00 p.m. 〜 9:00 p.m. 》

スパークリングワイン / Sparkling Wine
ハウス スパークリング ワイン ¥7,850 －
House Sparkling Wine

セグラ ヴューダス / スペイン ペネデス ¥7,350 ¥4,700
Ｓｅｇｕｒａ Ｖｉｕｄａｓ /  SPAIN PENEDES

アスティ スプマンテ / イタリア ピエモンテ ¥7,350 ¥4,700
Asti Spumante / ITALY PIEMONTE

ハウス シャンパン ¥13,400 ¥7,850
House Champagne

ヴーヴ クリコ ポンサルダン ブリュット / フランス シャンパーニュ ¥17,800 ¥9,800
Veuve Clicquot Ponsardin Brut / FRANCE CHAMPAGNE

モエ エ シャンドン ブリュット ロゼ / フランス シャンパーニュ ¥18,900 ¥11,000
Moe¨t et Chandon Brut Rose / FRANCE CHAMPAGNE

モエ エ シャンドン キュヴェ ドン ペリニョン / フランス シャンパーニュ ¥49,000 －
Moe¨t et Chandon Cuvee Dom Perignon / FRANCE CHAMPAGNE

モエ エ シャンドン キュヴェ ドン ペリニョン  ロゼ / フランス シャンパーニュ ¥98,000 －
Moe¨t et Chandon Cuvee Dom Perignon Rose / FRANCE CHAMPAGNE

白ワイン / White Wine Full Bottle 1/2 Bottle
ハウス ワイン  （白） ¥6,500 ¥4,000
House Wine （White）

ツェラー シュヴァルツェ カッツ / ドイツ モーゼル － ¥4,200
Zeller Schwarze Katz / GERMANY MOSEL

ピースポーター /  ドイツ モーゼル ザール ルーヴァー ¥6,800 －
Piesporter / GERMANY MOSEL SAAR RUWER

ソアーヴェ クラシコ / イタリア ヴェネト ¥7,350 ¥4,700
Soave Classico /  ITALY VENETO

シャブリ /  フランス ブルゴーニュ ¥8,800 ¥5,600
Chablis / FRANCE BOURGOGNE

サンセール / フランス ロワール ¥9,420 ¥5,650
Sancerre / FRANCE VAL DE LOIRE

ムルソー / フランス ブルゴーニュ ¥19,800 ¥9,940
Meursault / FRANCE BOURGOGNE

インルーム ダイニング ワインセレクション /　IN ROOM DINING WINE SELECTION

Full Bottle 1/2 Bottle



赤ワイン / Red Wine
ハウス ワイン （赤） ¥6,500 ¥4,000
House Wine （Red）

トーレス サングレ デ トロ /  スペイン ペネデス ¥6,800 ¥4,200
Torres Sangre de Toro /  SPAIN PENEDES

ブルゴーニュ ルージュ / フランス ブルゴーニュ ¥8,800 ¥5,600
Bourgogne Rouge /  FRANCE BOURGOGNE

モンテス アルファ カベルネ ソーヴィニヨン / チリ コルチャグア ヴァレー ¥8,370 ¥5,050
Montes Alpha Cabernet Sauvignon / CHILE COLCHAGUA VALLY

キアンティ クラシコ / イタリア トスカーナ ¥9,420 ¥5,650
Chianti Classico / ITALY TOSCANA

シャトー ヌフ デュ パプ / フランス コートデュローヌ ¥12,400 －
Cha＾teau neuf du Pape / FRANCE COTE DU RHONE

バローロ / イタリア ピエモンテ ¥14,120 ¥7,950
Barolo /  ITALY PIEMONTE

シャトー マレスコ サン テグジュペリ / フランス マルゴー ¥22,500 －
Cha＾teau Malescot St-Exupery / FRANCE MARGAUX

Full Bottle 1/2 Bottle


	IRDmenu.pdf
	20230401BEV_HP.pdf

