
朝 食

デリバリー＆テイクアウト

 1. クロワッサン ¥195

 2. パン・オー・ショコラ ¥245

 3. パン・オー・レザン ¥285

 4. チョコレートクリーム ドーナッツ ¥205

 5. ベーコン入りオニオンタルト ¥380

 6. ソーセージパイ ¥500

 7. チーズパイ ¥550

 8. ツナサンドイッチ ¥690
  ツナ、マヨネーズ

 9. エッグマヨネーズサンドイッチ ¥560
  玉子、マヨネーズ

オールデイダイニング

ピ ザ 
22.  マルゲリータ  トマト、チーズ、バジル ¥1,200

23.  アメリカン  トマトソース、チーズ、ソーセージ、ぺパロニ ¥1,480

パスタ
24.  ナポリタン ¥800

25.  シーフード トマトソース ¥1,100

26.  ボロネーゼ ミートソース ¥1,100

和 食 
29.  ポーク フィレとんかつ  ライス添え ¥890

30.  チキンカレーライス  ピクルス添え ¥890

31.  焼きそば ¥700

32.  おにぎり2種 ¥590

お飲物

お子様メニュー
33.  キッズコンボセット ¥790
  ハンバーグステーキ テリヤキソース、
  スパゲッティー、白飯

ビール
● 国 産
37.  アサヒスーパードライ  350ml ¥310

38.  サッポロ プレミアム ヱビス  350ml ¥330

● 輸 入
39.  コロナエクストラ（メキシコ） ¥430

40.  バドワイザー（アメリカ） ¥340

41.  ハイネケン（オランダ） ¥340

日本酒
42.  純米吟醸 真澄  300ml ¥1,420

ワイン
● シャンパン＆スパークリングワイン
43.  モエ･エ･シャンドン モエ アンペリアル  750ml ¥6,800

44.  モエ･エ･シャンドン ロゼ アンペリアル  750ml ¥9,350

45.  ヴーヴ･クリコ･ ポンサルダン･イエローラベル  750ml ¥10,000

46.  ヴーヴ･クリコ･ ポンサルダン･イエローラベル  375ml ¥5,200

47.  シャンドン･ブリュット  750ml ¥3,800

48.  オペラブリュット  375ml ¥1,500

● 白ワイン
49.  イエリングステーション・
  シャルドネ（オーストラリア）  750ml ¥3,400

50.  ハーディーズ・ノッテージヒル・シャルドネ
  （オーストラリア）  375ml ¥1,400

● 赤ワイン
51.  イエリングステーション・
  ピノ・ノワール（オーストラリア）  750ml ¥5,000

52.  ハーディーズ・ノッテージヒル・
  カベルネ・シラーズ（オーストラリア）  375ml ¥1,400

ソフトドリンク
53.  信州 ぶどうジュース 100％  250ml ¥450

54.  信州 リンゴジュース 100％  250ml ¥450

55.  信州 ピーチジュース 100％  250ml ¥450

56.  信州 オレンジジュース 100％  250ml ¥450

57.  コカ・コーラ  500ml ¥180

58.  コカ・コーラ ゼロ  500ml ¥180

59.  アクエリアス  500ml ¥180

60.  ジンジャーエール  500ml ¥180

61.  カルピスウォーター  500ml ¥180

62.  ウーロン茶  500ml ¥140

63.  緑茶  500ml ¥140

● ミネラルウォーター
64.  い・ろ・は・す  555ml ¥140

65.  ペリエ スパークリングウォーター  330ml ¥260

● コーヒー
66.  コーヒー（ホット／アイス） ¥320

67.  カフェラテ（ホット／アイス） ¥370

68.  カプチーノ（ホット／アイス） ¥370

デザート
34.  本日のケーキ ¥460

35.  フルーツ入りヨーグルト ¥710

36.  スライスフルーツ ¥780

サンドイッチとパニーニ
15.  スカンディナビア風サンドイッチ ¥850
  スモークサーモン、ケッパー、ディールサワークリーム

16.  テリヤキチキンラップ ¥780
  トルティーヤ、レタス、キュウリ、わさびマヨネーズ、チキン

17.  カツサンド ¥790
  とんかつ、レタス、キャベツ、タルタルソース

18.  ローストパンプキンとビーツラップサンド ¥650
  トルティーヤ、パンプキン、ビーツ

19.  トマトモッツァレラ パニーニ ¥780
  トマト、モッツァレラチーズ、パニーニブレッド

20.  クロックムッシュ トースト ¥800
  ハム、スイスチーズ

21.  ビーフパストラミ パニーニ ¥880
  ビーフパストラミ、スイスチーズ、ピクルス、マスタード

サラダ 
10.  ニース風サラダ ¥680
  ツナ、野菜、ポテト、アンチョビ
  レモン入りオリーブオイルのドレッシング

11.  ギリシャ風サラダ ¥775
  フェタチーズ、オニオン、きゅうり、トマト、ピーマン、オレガノ
  フルーツ酢のオリーブオイルドレッシング

12.  シーザーサラダ ¥910
  ロメインレタス、チキン、シーザードレッシング

13.  ジャパニーズサラダ ¥850
  タコ、ポテト、きゅうり、白ゴマ油とマスタードのドレッシング

14.  クルディテサラダ 白豆添え ¥650
  きゅうり、にんじん、大根、セロリ、パプリカ
  マスタードドレッシング

ホットセレクション
27.  ミネストローネスープ（ベ―コン入り） ¥450

28.  ベジタブルバターカレー ¥890

※ 1回のお届けごとに、ご注文いただいたお品物の合計金額に加えてサー
ビス料（配達料）を頂戴いたします。ルームデリバリーのお支払方法は、
お部屋付けのみとなります。

●ルームデリバリー
　客室の電話から、　　　　　　　　  　　　 ボタンを
　押してご注文ください。

●テイクアウト
　ホテルロビー階ショップにて、ご注文を承ります。

ご注文方法

※記載の料金より別途税金を頂戴いたします。当ホテルで使用している米は国産米です。

ルームデリバリー ／ テイクアウト   7:00 – 11:00 ルームデリバリー  17:00 – 23:00 ／ テイクアウト  11:00 – 23:00

ルームデリバリー 7:00 – 11:00, 17:00 – 23:00
テイクアウト 7:00 – 23:00
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