
IN-ROOM DINING WINTER RECOMMENDATIONS 
インルームダイニング 冬のおすすめメニュー

11:00 -  21:00

国産牛 Domestic Beef ¥7,150
あか牛 Japanese Premium Beef "Akaushi" ¥13,200

国産牛 Domestic Beef ¥8,800
あか牛 Japanese Premium Beef "Akaushi" ¥14,300

+オマール海老のポワレ 白ワインソース +¥3,300+White Wine Poached Lobster

牛ロースのロッシーニ トリュフソース
Beef Loin Steak and Foie Gras, Truf f le Sauce

牛ロースとフォアグラ、トリュフを使用した贅沢な一品。
お好みで赤身の旨味を堪能できるあか牛にアップグレードできます。

ウインタースペシャルセット
Winter Special Set

オードブルバリエと牛ロースのロッシーニをセットにしたおすすめセット。
お好みで赤身の旨味を堪能できるあか牛にアップグレードできます。

Assorted Appetizers, Beef Loin Steak and Foie Gras with 
Truf f le Sauce

オマール海老と寒ブリの海鮮鍋 
ブイヤベース風
Homard and Yellowtail Hot Pot with Bouil labaisse Soup

冬に旬を迎えるプリプリ食感のオマール海老と、
脂の乗った寒ブリを、贅沢に両方お楽しみ頂けます。
ブイヤベース風味の出汁をたっぷりと絡めて、お召し上がりください。
しめのリゾットもお楽しみください。

ローストビーフ サラダ
Roasted Beef Salad

食 べ 応えのあるローストビーフを使った贅 沢なサラダ。
さっぱりとした和 風ドレッシングとイタリア産チーズが アクセント。
色鮮 やか な 野 菜と共にお 愉しみください。
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¥4,950

【限定2食】¥13,200

Y

+ご飯・チーズ + Rice and Cheese ¥550

食材の仕入れ状況によって、メニューが変更となる場合がございます。スタッフからご説明させていただきますので、予めご了承くださいませ。
Please note that our menu may change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.

ご注文はインルームダイニングまでお電話ください。 Please call In-Room Dining to order.

● 表示は消費税が含まれております。別途サービス料を加算させていただきます。 
● お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、  
  当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。 

- All menu prices are tax included and subject to service charge. 
- I f you have any food allergies or intolerance or dietary requirements, please do not hesitate to let us know.
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¥1,980
Non Alcohol  ¥1,870

¥2,530
Non Alcohol  ¥2,420

サンセット ムーン 
Sunset Moon
(Grand Marnier, Campari, Orange 
Juice)

カンパリベースのフローズンカク
テルです。オレンジリキュールと
果肉を使用し、スウィート＆ビター
に仕上げました

フルーツシャンパーニュ
Fruits Champagne
(Champagne, Grenadine Syrup, Cut 
Fruits)

華やかで、彩りが美しいシャンパン
カクテルです。
フルーツとのハーモニーをお楽し
みください。

¥2,310
Non Alcohol  ¥2,200

ストロベリーハイボール
Strawberry High Ball
(Whisky, Grenadine Syrup, Lemon 
Juice, Fresh Strawberry)

フレッシュなイチゴを使ったフル
ーティーなウィスキーハイボール
です。 爽やかな味わいはお 食事
ともマッチします。

食材の仕入れ状況によって、メニューが変更となる場合がございます。スタッフからご説明させていただきますので、予めご了承くださいませ。
Please note that our menu may change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.

ご注文はインルームダイニングまでお電話ください。 Please call In-Room Dining to order.

メロン シャンパーニュ
 with パイパー エドシック

Melon Champagne with PIPER HEIDSIECK

フレッシュメロン丸ごと一 個を器に見立て、メロン、パイナップルやベリー系の 
フルーツをふんだんに盛り込んだインパクトがありラグジュアリーなドリンクです。

Half Bottle  ¥16,500
Full Bottle  ¥22,000

モエ エ シャンドン 
ブリュット アンペリアル ピュアゴールド
MOËT ET CHANDON 
Brut Imperial Pure Gold

ドゥク・ド・モンターニュ ロゼ 
（ノンアルコール）
 DUC DE MONTAGNE ROSE 
 (Non-Alchoholic)

限りなくワインらしさを残した、ベルギー産の
ノンアルコール ロゼ・スパークリングワインです｡
黄桃やベリーを思わせる香り。
お食事とも合わせやすい一本です。

フレッシュでありながらエレガントな味わいは 、
前 菜 からメイン、デザートまであらゆる料 理と
よく合います

ドン ペリニョンとレディー・ガガのコラボレーシ
ョンによる限 定 品 。トロピカルフル ーツの甘い
ブーケ、爽やか なオレンジやマンダリンなど、 
まろやかな香が立ち昇ります。記 念日や誕 生日
などを彩 る特 別な１本 です。

Bottle ¥44,500Bottle ¥16,500 Bottle  ¥6,600

キュヴェ ドン ペリニヨン 
× レディー・ガガ 
CUVÉE DOM PÉRIGNON 
× LADY GAGA
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● 表示は消費税が含まれております。別途サービス料を加算させていただきます。 
● お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、  
  当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。 

- All menu prices are tax included and subject to service charge. 
- I f you have any food allergies or intolerance or dietary requirements, please do not hesitate to let us know.


