
❖The Staff will send up your orders to your room.

❖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。
❖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。

Masaru Sakurai

桜井 勝

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桁数字にてご注文下さい。

Please order by extension number 9 to the front desk.

We take your orders by three digit number 

which is listed on the room service menu. 

内線9番でのご注文方法 To Guests from foreign countries.

長年ご愛顧賜り、 2014年に閉店しました45年の歴史を
持つ 当館併設店の料理店「割烹桃山」。
その「割烹桃山」の味を受け継ぎ、 手造りにこだ
わった調理人が、 素材の特色を大切に一品ずつ 丁寧
に仕上げた日本料理の数々をルームサービスにてお届
けいたします。

ご来館いただき誠にありがとうございます。
割烹桃山の志を大切に継承し
当館でも厳選素材による和の粋をお客さまにお届けいたします。

料理長 Executive Japanese chef

料理人手造りメニュー
handmade Japanese food menu

The restaurant “Momoyama “ Which patronaged by many people 

ended its 45-year history in 2014.

The chef who inherited that of high quality cooking method Which 

completes Japanese dishes one by one with great care. They’re all 

homemade and ensured maximum flavor of materials. You can 

enjoy them for the room service.



料理人手造りメニュー
handmade Japanese food menu

❖We provide seasonal material for our customer,Thoes images      

below might not be able to conform with the specifications. 

❖ The price includes tax.

❖旬の食材を使用する為食材は
写真と異なることがございます。

❖表示価格税込。
月定休 Monday fixed closing day

12:00∼15:00

【 花かご膳・ご飯・味噌汁
香の物 全4品】

Flowery basket Special set

-竹峰-
オリジナル 花かご膳

4,000円

侍ご膳
Samurai Flowery basket set 

【 ステーキ・天麩羅・刺身・おにぎり
味噌汁・香の物 全6品】

3,000円

特選うな重 ※ご注文頂いてから
調理 （蒸し・焼き）
いたします 30～40分
程度お時間を頂いて
おります。

【うな重・お吸い物・香の物 全3品】

Choice grilled eel

お刺身盛合せ
SASHIMI  SET

仕入れにこだわった
旬の お刺身を盛合せ
にしました。 お食事
やお酒のお供に。

天麩羅盛合せ
TEMPURA SET

旬の素材を天麩羅に
仕立て ました。
さくさくの食感が
楽しめるのも職人の
技 ならでは。

和懐石「雅」Japan KAI-SEKI「Miyabi] 

【前菜・煮物・お造り・焼物・揚物・お食事・デザート 全7品】3,700円

2,500円

1,500円

当館自慢の懐石料理です。心ゆくまでご堪能ください。ご注文は2名様より。

111

2名様分料金

113

114

115

116

112

※ 2名様分料金
※ The price is base on 2 person

※ 2名様分料金
※ The price is base on 2 person

※ 2名様分料金
※ The price is base on 2 person

※ １名様分料金
※ The price is base on １ person

-竹峰-
オリジナル

10,800円2 person Price

オーダー番号 「3桁数字」 でご注文下さい。 Please order it with an order number



料理人手造りメニュー
handmade Japanese food menu

❖We provide seasonal material for our customer,Thoes images      

below might not be able to conform with the specifications. 

❖ The price includes tax.

❖旬の食材を使用する為食材は
写真と異なることがございます。

❖表示価格税込。
月定休 Monday fixed closing day

12:00∼15:00

お刺身御膳
SASHIMI set meal

【 ご飯・味噌汁・香の物付】

1,900円

天麩羅御膳
TEMPURA set meal

【 ご飯・味噌汁・香の物付】

1,900円

117

118

Ginger Pork set meal
生姜焼き御膳

【 ご飯・味噌汁・香の物付】

1,400円

すき焼き御膳
SUKIYAKI set meal

【 ご飯・味噌汁・香の物付】

1,900円

120

121

オーダー番号 「3桁数字」 でご注文下さい。 Please order it with an order number

豪華海鮮丼
Deluxe sea food rice 

【 味噌汁・香の物付 】

2,000円

119



料理人手造りメニュー
handmade Japanese food menu

❖We provide seasonal material for our customer,Thoes images      

below might not be able to conform with the specifications. 

❖ The price includes tax.

❖旬の食材を使用する為食材は
写真と異なることがございます。

❖表示価格税込。
月定休 Monday fixed closing day

12:00∼15:00

和牛しゃぶしゃぶ
Japan beef Shabu-Shabu 

国産和牛の霜降肉をご用意しており
ます。 ２種類の秘伝のたれ（ポン
酢・胡麻）で ご賞味下さい。

【 和牛肉・野菜盛り・2種つけだれ・お薬味 】

ヘルシーな豚肉をしゃぶしゃぶにてご
用意しております。 ２種類の秘伝のたれ
（ポン酢/胡麻）で ご賞味下さい。

豚しゃぶしゃぶ
Pork Shabu-Shabu 

【 豚肉・野菜盛り・2種つけだれ・お薬味 】

3,900円

7,800円

1名様分/1person

２名様分/2person

122
123

2,400円

4,800円

1名様分/1person

２名様分/2person

124
125

火鍋
2 in 1 Shabu-Shabu Chicken 

soup & Spicy soup 

【2種の鍋だし白湯スープ＆麻辣スープ・
国産牛肩ロース・国産豚バラ肉・野菜盛
り・胡麻だれ・ラーメン】

6,000円2名様分/2person126

和牛蒸ししゃぶ 豚蒸ししゃぶ
Bee f steamed Shabu-Shabu Pork steamed Shabu-Shabu 

【 土鍋(和牛肉/豚肉＋野菜) ・2種つけだれ・お薬味】
3,900円２名様分/２person127 3,100円２名様分/２person128

豚ピリ辛鍋
Spicy Pork Shabu-Shabu

【豆板醤ピリ辛だし・国産豚バラ・
特製キムチ・野菜盛り・ラーメン】

4,000円２名様分/２person129

※2名様分でのご注文となります。
※It becomes the order for two people

※2名様分でのご注文となります。
※It becomes the order for two people

オーダー番号 「3桁数字」 でご注文下さい。 Please order it with an order number



料理人手造りメニュー
handmade Japanese food menu

❖We provide seasonal material for our customer,Thoes images      

below might not be able to conform with the specifications. 

❖ The price includes tax.

❖旬の食材を使用する為食材は
写真と異なることがございます。

❖表示価格税込。
月定休 Monday fixed closing day

12:00∼15:00

Wagyu Shabu-Shabu KAI-SEKI

和牛しゃぶしゃぶ懐石

【前菜・サラダ・お造り・和牛しゃぶ
しゃぶ・お食事・デザート 全6品】

Wagyu Steak KAI-SEKI

和牛ステーキ懐石

【前菜・サラダ・お造り・和牛ステーキ200g・
お食事・デザート 全6品】

5,400円

10,800円

1名様分/1person

２名様分/2person

130
131 5,400円

10,800円

1名様分/1person

２名様分/2person

132
133

手造りおにぎり
（梅・鮭）

ご飯セット

Japan-trad Rice Ball

( pickled plum / griled salmon )

Rice set

(rice / miso soup 

/ Japanese pickles)

天婦羅と稲庭うどん
TEMPURA＆InaniwaUDON

1,200円

400円

350円

134

135

136

オーダー番号 「3桁数字」 でご注文下さい。 Please order it with an order number


