
内線 9番でのご注文方法

内線電話で「９」を押すとフロントに繋がります。

本メニューのオーダー番号

（３けた）にてご注文下さい。

０００

料金はお部屋に自動加算されますので、チェックアウト時フロントにてご精算ください。 Additional charge is settled in the case of check out.

本メニューのご注文品は全て係がお部屋にお届けいたします。 The Staff will send up your orders to your room.

To Guests from foreign countries.

Please order by extension number 9 to the front desk. 

which is listed on the room service menu.
０００ digit number 

※

※

※

※

We take your orders by three

デリバリーメニュー
Delivery menu
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デリバリーメニュー
Delivery menu

オーダー番号      でご注文ください。   Please order it with an order number000 000

※ The price includes tax.12:00∼22:00※ 表示価格税込。

特選ちらし 極上ちらし

Choice Chirashi sushi
Chirashi sushi of  

extra quality

合計2,000円以上のご注文にて承ります。
Sushi delivery can be ordered from more than 2000 yen in total.

※ お寿司の品質のお問い合わせ、
   お取替えはデリバリーメニュー
   のためいたしかねます。

※ Inquilies about sushi and that 
     once delivered can’t be changed.
     Please be understanding of  that.

美濃

佐渡

Mino

Sado

2,090円414

2,730円413

1,550円4173,060円416

ネギトロ丼
Negitoro Don 
tuna fish sashimi and
shallot on vinegared 
rice in a bowl.

トロ鉄火丼
Toro Tekka Don
tuna fish sashimi on 
vinegared rice in a bowl.

信濃

匠

山代 Shinano

Takumi

Yamashiro

マグロ・中トロ・サーモン
五島あじ・エンガワ・つぶ貝
ズワイガニ・上あなご
生車エビ・ウニ・イクラ

かっぱ巻き・マグロ・イカ
サーモン・玉子・あなご
エビ・ネギトロ・エビマヨ

ネギトロ手巻・マグロ
イカ・ビントロ・サーモン
あなご・甘エビ・ホタテ
ウニ・イクラ切り玉子

中トロ・マグロ・玉子
ビントロ・サーモン
甘エビ・上あなご・ウニ
イクラ・鉄火巻き

マグロ・ハマチ・切玉子
サーモンビントロ
イクラ・ネギトロ・イカ
ズワイガニ・ツブ貝・
ホタテ・あなご・甘エビ

1,610円 418

2,080円 419

セットうどん
Set Udon おあげ・つゆ付

※Chawanmushi is cup- 
    steamed egg custard with 
    chicken, shrimp, and 
    vegetables. Trefoil leaves 
    are often put on top as a 
    garnish.310円 420

おだまき蒸し茶碗蒸し
Odamaki Musi
Udon in Chawan musi
うどん入り特大茶碗蒸し

Chawanmushi
エビ・カニ・しいたけ
鶏肉・かまぼこ・銀杏

440円 421 760円422

１.5人前
12貫

１人前
11貫

特上

極上
ネタ大

3,590円415

１人前
10貫

１人前
 9貫

１.3人前
11貫

2,740円4121,720円411
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デリバリーメニュー
Delivery menu

オーダー番号      でご注文ください。   Please order it with an order number000 000

※ The price includes tax.12:00∼22:00※ 表示価格税込。

合計2,000円以上のご注文にて承ります。※ ３０分程度お時間を頂戴致します。
※ It takes about 30 minutes.

- 15 -

カマンベールミルフィーユ・
クワトロ

シーザーサラダ ファミリーパックポテナゲ

Pizza delivery can be ordered from more than 2000 yen in total.
※ Thoes images below might not be able to 
     conform with the specifications.

※  記載した内容は予告なく変更する場合
    もございます。

※ 商品の見た目が異なる場合があります。

①トマト＆バジル  Tomato & Basil
②パンチェッタ＆オリーブ  Pancetta & Olive
③エビ＆ガーリック Shrimp & Garlic
④ハム＆マッシュ Ham & Mushroom

4,270円423 3,030円
Mサイズ-23cm Lサイズ-33cm 

Camembert Mille-Feuille Quattro

3,730円424 2,490円
Mサイズ-23cm Lサイズ-33cm 

クワトロ・ジャイアント

①炭火焼チキテリ  Charcoal Grilled Chiki-Teri
②ドミノ・デラックス  Domino Deluxe
③マヨじゃが  Mayo Jaga
④ガーリックマスター  Garlic Master

Quattro Giant

マルゲリータドミノ・デラックスギガ・ミート

3,570円425 2,380円
Mサイズ-23cm Lサイズ-33cm 

3,240円426 2,160円
Mサイズ-23cm Lサイズ-33cm 

3,240円427 2,160円
Mサイズ-23cm Lサイズ-33cm 

チーズ・ペパロニ・ベーコン
ソーセージ 

nocaB・inoreppeP・eseehC
Pork & Italian Sausage

Giga Meat  Sauce
Tomato

ンマーピ ・ ンオニオ・ ズーチ
ペパロニ・イタリアンソーセージ ・

moorhsuM・ ムールュシッマ
Cheese・Onion・Green Pepper

egasuaS nailatI・inoreppeP

Domino's Deluxe  Sauce
Tomato

チーズ・チェリートマト・
モッツァレラチーズ・バジル

・eseehC・lisaB Cherry Tomato・
Mozzarella Cheese

Margherita  Sauce
Tomato

540円428

大人気のお得なセットです!
チキンナゲット5個と、

ポテトフライSの組み合わせ。
A set of a small serving of 
oven baked potato wedges 
and 5 pieces of chicken 

nuggets.

Pote-Nage

490円429

特製シーザード
レッシングで。クルトン、
パルメザンチーズ付き。
Caesar salad with crouton 
& parmesan cheese.

Caesar Salad

1,350円430

人気の4種の盛り合わせ！
ポテトフライS・ポップコーン・
ジューシーフライドチキン・
シュリンプ、炙り焼きチキン
Oven Baked Potato・Wedges 
S-size・ Fried Chicken・
Popcorn Shrimp・Lemon-
Flavored Grilled Chicken

Family Pack


