
ヒルトンは、創業100周年という長い歴史の中で、シェフたちが多くのメニューを
開発してきました。100周年を記念し、いくつかのシグネチャーメニューを皆様
にも味わっていただけるよう、復刻版としてご用意いたしました。メニュー発祥の
ストーリーと共にお楽しみください。

This year marks the 100th anniversary for Hilton. Over the last 
century, many menus were invented by Hilton chefs. We’ve brought 
back to life some of the more famous (and delicious!) items below. 
Enjoy 100 years of Hilton dining innovation!

“It has been, and continues to be,
our responsibility to fill the earth

with the light and warmth of hospitality.”
Conrad Hilton

「地球という星をおもてなしの心であたたかく照らし続けます。」
　　　　　　　　　　　　　　　  創業者コンラッド・ヒルトン

ヒルトン・オナーズ・アプリ（会員登録無料）
ヒルトン東京ベイをはじめ、世界のヒルトングループのホテル最
新情報を見ることができる「ヒルトン・オナーズ・アプリ」（会員登
録無料）。予約内容はもちろん、特別なリクエストやスマートフォン
でチェックインが可能です。会員の方は無料でWi-Fiをお部屋で
ご利用いただけます。

HILTON HONORS APP
Download the Hilton Honors app, a unique gateway to 
the hotel to arrange everything for your stay from 
pre-arrival to local information.



100周年特別ウェブサイトでレシピを公開しています。
hiltonhotels.jp/100 をご覧ください。

*メニュー発祥ストーリーには諸説あります。
*There are many variations to these stories!

*表示料金には別途、消費税・サービス料が加算されます。
*Prices are subject to consumption tax and service charge.

ウォルドーフ・サラダは1896年頃、ニューヨークの
ウォルドーフ・ホテル（ヒルトンの最高級ラグジュア
リーブランド「ウォルドーフ・アストリア」）で、「ウォル
ドーフのオスカー」として親しまれていたメートル・
ドテルのオスカー・チルキーが考案しました。 

In 1896, Waldorf Salad was first created by maître 
d'hôtel Oscar Tschirky, known as “Oscar of the 
Waldorf”, at Waldorf Hotel (now Waldorf Astoria, 
Hilton’s highest luxury brand) in New York.

￥1,500

ウォルドーフ・サラダ
Waldorf Salad

ビーツの赤い色を活用したこのケーキは、アメリカ
南部では昔から伝わる母の味と言われ、今では世界
的に親しまれています。1920年代にニューヨーク
のウォルドーフ・アストリアでシグニチャーディッ
シュとして提供されていたのが起源だと言われてい
ます。当時はウォルドーフ・レッド・ケーキやレッド・
カーペット・ケーキとも呼ばれていました。

Using beets red color to make cake red, in South 
America, it is known as “Mother’s traditional 
recipe” and now enjoyed worldwide. It all started 
in the 1920s at the Waldorf Astoria, and quickly 
became a signature dish. It was otherwise 
known as “Waldorf Red Cake”, “Red Carpet 
Cake”, among others.

￥710 / ピース

オリジナル
レッドベルベットケーキ
Original Red Velvet Cake

カリブ・ヒルトンのバーテンダー ラモン・マレーロ・
ペレズが、3ヵ月間試行錯誤を繰り返し、1954年
「ピニャコラーダ」を完成させました。彼はその後35
年間にわたりカリブ・ヒルトンでピニャコラーダを
お客様のために作り続けました。1978年、プエルト
リコはピニャコラーダを「国の飲み物」と名付け、
彼を表彰しました。現在ではプエルトリコの国民的
ドリンクとして親しまれています。

After months of experimentation, Caribe Hilton 
bartender Ramón “Monchito” Marrero Pérez 
created the Piña Colada in 1954. He continued to 
serve the beverage at the Caribe Hilton for 
another 35 years. In recognition, Puerto Rico 
named the cocktail its national drink in 1978.

￥1,250

ピニャコラーダ
Piña Colada

「ジンか、ウォッカか、はたまたエスプレッソなのか」
マティーニの正しい飲み方については、1890年代
から議論されています。ウォルドーフ・アストリアで
は、初めてジンとウォッカを混ぜたマティーニを提供
し、「ウォルドーフ・アストリア・カクテル」と呼ばれ、
バーに無くてはならない存在となっています。

Since 1890, the correct way to drink martini has 
been hotly debated, whether with gin, vodka, or 
even espresso. At New York’s Waldorf Astoria, the 
first martini mixed with gin and vodka has created. 
Originally called the “Waldorf Astoria Cocktail”, the 
martini has been a bar mainstay ever since.

￥1,250

マティーニ
Martini

パーマーハウス（現ヒルトングループホテル）創業者
の妻であり、1893年のシカゴ万国博覧会のリー
ダーを務めていた、バーサ・パーマーが「美しくて簡
単に運べる何かを用意してほしい」という依頼を受
けました。シェフのジョセフ・セルに相談し、生まれた
のがブラウニーです。パーマーハウスでは、120年
経った今でもその当時のレシピがそのまま引き継が
れ、年間5万個を売り上げています。

Bertha Palmer, wife of the Palmer House owner 
(now part of the Hilton group) and women’s 
representative at the Columbian Exposition 
Wo r l d  Fa i r  i n  1 893 ,  wa s  a s ke d  to  c re a te  
“something beautiful and easy to carry”. With 
chef Joseph Sehl, they created the brownie. The 
exact same recipe is still used 120 years on 
today, enjoyed by over 50,000 people a year. 

￥620 / ピース

ブラウニー
Brownie

1900年代、ニューヨークのウォルドーフ・アストリア
の持ち主であったジョージ・ボルドは、米国とカナダ
の境目にあるサウザンド諸島に向かっていました。
同船していた「ウォルドーフのオスカー」にサラダを
作るよう依頼。サラダはできたもののドレッシング
がなく、オスカーは、船にあった稀少な食材を利用
して即席のドレッシングを作りました。

In 1900s, the owner of Waldorf Astoria, George 
Boldt was on his way to the Thousand Islands. 
“Oscar of the Waldorf” was with him on the boat, 
and George requested him to make a salad. The 
salad was completed, but they did not have a 
dressing. Sourcing rare ingredients found on the 
boat, Oscar created a dressing on the spot.

￥1,980

シェフサラダと
サウザンアイランド ドレッシング
Chef’s Salad with
Thousand Island Dressing

1894年、ニューヨーク・ウォール街の元ブローカー 
レミュエル・ベネディクトが、ウォルドーフ・アストリア
を訪れ、二日酔いを治すために「バターの塗った
トーストにポーチドエッグ、パリパリのベーコン、ひ
と口分のオランデーズソース」を注文しました。
「ウォルドーフのオスカー」はその料理から感銘を
受け、トーストをイングリッシュマフィンに、ベーコ
ンをハムに替えて現在のエッグベネディクトを完成
させました。

1894, a retired Wall Street stock broker named 
Lemuel Benedict wandered into the Waldorf 
Astoria and ordered “buttered toast, poached 
eggs, crisp bacon and spoon of Hollandaise” in 
the hope to cure his hangover. “Oscar of the 
Waldorf” was impressed with the recipe, later 
adjusting it by replacing ham for the bacon and 
a toasted English mu�n for the toast.

￥1,200

エッグベネディクト
Eggs Benedict


