
JAPANESE  FOOD  MENUS 

 
調理人手造り日本料理メニュー 

Handmade Japanese Cuisine 



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 櫻井 勝 

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。 
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（４）選んだ商品に間違えがなければ      を押します。 
 

   取りやめる時は      を押します。 
 
（５）以下オーダー画面に従ってご注文下さい。どの段階 
 

   でも      は出来ますのでご安心ください。 
   
 

取消 

番 
商品番号入力： 数字 テレビに戻る： 数字 

黒リモコン 

方法① 備付の黒リモコン操作（画面は居間テレビに表示されます。）により簡単に注文出来方法ます。
方法② 内線（フロント９番）で記載のご注文番号         でも承ります。 

（３）黒リモコンの数字キーでメニューに記載の 
    オーダー番号（３けた）を入力します。 

（１）黒リモコン         で居間テレビをつけます。 

（２）        ボタンを押すとテレビ画面が変わります。 

合計金額 円 

１ ０ １ 番 
商品の確認： 登録 商品番号のクリア： 取消 

合計金額 円 

取消 

テレビ画面 

ルームサービスご注文方法（料金はお部屋にルームチャージされます。） 

 

オーダー 

登録 

The restaurant “Momoyama “ patronaged by many people ended its 45-year history in 2014. 

The chef who inherited that of high quality cooking method 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. 

 

How to order room service (Price of the order adds automatically in your room charge) 

０００ 
-To Guests from foreign countries.- 

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. 

 

方法①  黒リモコン操作でのご注文方法 方法②  内線9番でのご注文方法 

（１）内線電話で 「９」を押すとフロントに繋がります。 

（２）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 

Executive Japanese chef 

Masaru Sakurai 

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. 



     

  

  

  

 
 

竹峰オリジナル 花かご膳 
特選 うな重 

旬の美味しい食材を篭に華やかに盛り込んだ人気の 
メニューです。 

３,７０0円 

１,９５0円 

（2名様分から注文可能。料金2名様分） 

お刺身盛合せ 
  

101 102 

上質のうなぎを白焼きして蒸し上げ、秘伝のたれを 
つけて焼き上げました。 

2,950円 

※2名様分にて承ります。 

103 

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。 

 
 
 
 
 
 
      

 【 うな重・お吸い物・香の物 全3品 】 
 

   ※うなぎはご注文頂いてから調理（蒸し・焼き）いたしますので 
      30分～40分程度お時間を頂いております。 
 
 

 

 【 花かご膳・ご飯・味噌汁・香の物 全4品×2名様分 】 

 

１,500円 天麩羅盛合せ（2人前） 

 
104 

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

（2人前） 

Takemine original made  the set meal in a flowery basket 

(Order at least two persons. Price for two people) 

Assorted SASHIMI (two serving)  
Assorted TEMPURA (two serving)  

Choice grilled eel and rice in lacquered box 

Japanese chef handmade food Menu 

料理人手造りメニュー 
※Because of using seasonal food stuff, There is a   

    case unlike the photograph. 

※The price includes tax 

【オーダー時間 ※月定休】 Order time ※Monday fixed closing day 

    9:00～15:00／18:00～22:00 
※ 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。 

０００ オーダー番号でご注文ください。 
Please order it with an order number 
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お刺身御膳 

国産牛肉の旨さを特製の 
割下で、ご飯がすすみます。 

１,9５0円 

105 

107 

豪華海鮮丼 

106 

すき焼き御膳 

１,8５0円 

１,8５0円 

厳選素材を豪華に盛り込んだ
自信の一品 

【 味噌汁・香の物付 】 

【 ご飯・味噌汁・香の物付 】 

 【 ご飯・味噌汁・香の物付 】 

新鮮な海の幸を盛り込み 
御膳にしました。 

生姜焼き御膳 

注文が入ってから揚げるサクサク
の天麩羅をお召上がりください。 

【 ご飯・味噌汁・香の物付 】 

御膳一番人気の生姜焼き 
絶品タレでお召上りください。 

１,6５0円 

１,250円 

【 ご飯・味噌汁・香の物付 】 

【 ご飯・味噌汁・香の物付 】 
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１,500円 たっぷり200ｇ 

国産の牛肉と豚肉を丁寧に練り
込、旨みを閉じ込めました。 

天麩羅御膳 108 TEMPURA set meal 

手ごね 
ハンバーグ御膳 109 

Homemade hamburg steak set meal 

Ginger Pork Steak set meal 

Deluxe sea food on rice 

SASHIMI set meal 

SUKIYAKI  set meal 

Japanese chef handmade food Menu 

料理人手造りメニュー 
※Because of using seasonal food stuff, There is a   

    case unlike the photograph. 

※The price includes tax 

【オーダー時間 ※月定休】 Order time ※Monday fixed closing day 

    9:00～15:00／18:00～22:00 
※ 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。 

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



     

 和牛「しゃぶしゃぶ」   

【豚肉・2種つけだれ・ 
お薬味】 

 豚「しゃぶしゃぶ」 

【牛厚切りステーキ単品】 

牛厚切りステーキ（150g)  

111 
112 

113 

【和牛肉・2種つけだれ・お薬味】 

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。 
 

肉本来の旨みを楽しんで
頂くために、厳選された和
牛肉をシンプルな味付け
の厚切り ステーキでお楽
しみください。 
 

和牛蒸し「しゃぶしゃぶ」   11４ 

【土鍋（野菜＋肉）・2種つけだれ・お薬味】 

お肉とお野菜を土鍋で蒸し焼きに
して、素材の旨みを閉じ込めました。 
火の通った状態でお届けしますの
ですぐにお召し上がり頂けます。 
ヘルシーで女性にも好評です。 

Japanese beef  SHABU-SHABU 
7,8０0円 

Pork SHABU-SHABU 
4,8０0円 

Thick-sliced beef steak (150g) 1,９50円 
Japanese steamed beef SHABU-SHABU 

豚蒸し「しゃぶしゃぶ」    11５ 
Pork steamed SHABU-SHABU 

（2名様分から注文可能。料金2名様分） 

(Order at least two persons. Price for two people) 

（2名様分から注文可能。料金2名様分） 

(Order at least two persons. Price for two people) 

（2名様分から注文可能。料金2名様分） 

(Order at least two persons.Price for two people) 

（2名様分から注文可能。料金2名様分） 

(Order at least two persons. Price for two people) 

【 イメージ写真(image Photo) 】 

【 イメージ写真(image Photo) 】 
【 イメージ写真(image Photo) 】 

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。 

３,９０0円 

2,９０0円 

Japanese chef handmade food Menu 

料理人手造りメニュー 
※Because of using seasonal food stuff, There is a   

    case unlike the photograph. 

※The price includes tax 

【オーダー時間 ※月定休】 Order time ※Monday fixed closing day 

    9:00～15:00／18:00～22:00 
※ 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。 

０００ オーダー番号でご注文ください。 
Please order it with an order number 
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Japanese chef handmade food Menu 

料理人手造りメニュー 
※Because of using seasonal food stuff, There is a   

    case unlike the photograph. 

※The price includes tax 

【オーダー時間 ※月定休】 Order time ※Monday fixed closing day 

    9:00～15:00／18:00～22:00 
※ 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。 

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

117 
鯛のカブト煮 

ルームサービスではまず
食べられない料理店の
お味をお届けします 

【前菜/焚物/お造り/焼き物/揚げ物/お食事/果物 全7品】 

懐石「雅」              

当館自慢の懐石料理です。 
全7品を心ゆくまでご堪能ください。 
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KAISEKI-Ryori 「Miyabi」  

Kaiseki-Ryori originaly refers to the Japanese traditional meal, 

which is served at the tea celemony. Today, it is regard as the 

highest art of Japanese cooking. 

（2名様分から注文可能。料金2名様分） 

(Order at least two persons.Price for two people) 

９,８０0円 

1,0０0円 This is Japanese traditional dish  

Simmered head of sea bream 

銀たら西京焼き 

揚げだし豆腐 

手造りだし巻き玉子 

※Miyabi means ‘refinement and glace’ in Japanese. 

Broiled Miso-marinated  

Black Cod 

Agedasi Dofu 

 (Deep Fried Tofu with Soup Stock) 

Japanese-style rolled omelette 

118 牛肉豆腐 
NIKU DOFU simmered beef and tofu

119 銀たら西京焼き 
Broiled Miso-marinated Black Cod

120 海鮮サラダ 
Seafood salad

121 野菜サラダ 
Vegetable salad

122 冷やしトマト 
Cold tomato slices

123 海老のチリソース 
Shrimp with chili sauce

124 茄子味噌炒め 
Fried eggplants with soy bean paste

125 鶏の唐揚げ 
Salted and grilled chicken

126 鶏の塩焼き 
Broil with salt of a chicken

127 揚げだし豆腐 
Agedasi Dofu (Deep Fried Tofu with Soup Stock)

128 手造りだし巻き玉子 
Japanese-style rolled omelette

129 手造りおにぎり （　梅・鮭　）
Japan-trad Rice Ball ( pickled plum / griled salmon )

130 ご飯セット （ ご飯・味噌汁・香の物 ） 
Rice set (boiled rice / miso soup / Japanese pickles)

131 お新香盛合せ 
Assorted Japanese pickles

132 チーズ盛合せ
Assorted Cheese

1,500円

600円

1,000円

1,000円

700円

500円

400円

350円

500円

400円

400円

500円

400円

400円

400円

チーズ盛合せ 

Assorted Cheese 


