軽食メニュー
Light menu
❖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。

内線9番でのご注文方法

❖The Staff will send up your orders to your room.
❖Additional charge is settled in the case of check out

To Guests from foreign countries.

内線電話で「９」を押すとフロントに繋がります。

Please order by extension number 9 to the front desk.

本メニューのオーダー番号 ３桁数字にてご注文下さい。

We take your orders by three digit number
which is listed on the room service menu.

軽食メニュー
Light menu
※ 写真はイメージです。ご承知おきください。
※ The photo is an image.Please be advised.

211

醤油ラーメン

212 牛カルビ丼

Soy Sauce Ramen

213

600円

味噌ラーメン

600円

Miso Ramen

215

月曜日～日曜日 Monday～Sunday 12:00～23:00

※ 表示価格税込。
※ The price includes tax.

650円

Beef bowl

214 お好み焼き

600円

Japanese savory pancake
containing a variety of ingredients

フラペリッチ抹茶
Matcha Frappuccino

400円
216 フラペリッチショコラ
Chocolate Frappuccino

400円

オーダー番号 「3桁数字」 でご注文下さい。

218

バニラ
300円
Vanilla flavor
ストロベリー
Strawberry flavor 300円

219

グリーンティ
300円
Green tea flavor

217

Please order it with an order number

ドリンクメニュー
Beverage menu
❖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。

内線9番でのご注文方法

❖The Staff will send up your orders to your room.
❖Additional charge is settled in the case of check out

To Guests from foreign countries.

内線電話で「９」を押すとフロントに繋がります。

Please order by extension number 9 to the front desk.

本メニューのオーダー番号 ３桁数字にてご注文下さい。

We take your orders by three digit number
which is listed on the room service menu.

ドリンクメニュー
Beverage menu
※ 写真はイメージです。ご承知おきください。
※ The photo is an image.Please be advised.

月曜日～日曜日 Monday～Sunday 12:00～23:00

※ 表示価格税込。
※ The price includes tax.

Japanese Beer

Wine
313
ツェラー・シュバルツ・カッツ
Q.B.Aブルーキャットボトル(ドイツ)

Zeller Schwarze Katz Q.B.A
Blue Cat bottle (Germany) 4,000円

312

311

エビス 中瓶

アサヒ 中瓶 500ml
Asahi Beer 500円

314
500ml

コウシーニョ・マクル カベルネ・ソーヴィニヨン(チリ)

YEBISU Beer 650円

COUSHO-MACUL Calbenet Sanvignon(Chile) 2,500円

Japanese Sake

Sho Chu
317
麦いいちこシルエット 3,000円
IICHIKO famous in Japan

315
上選金冠 大関
Hot Sake

820円
316
酒魂 玉乃光
Japanese Sake Soul 1,250円

氷
Cube Ice Set
150円

318
芋 茜霧島

＜Exclusive＞

ROSE MADDER LABEL

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

3,500円

