
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Room Service ルームサービスメニュー 

営業時間 Open Hours 17:30~20:30（ラストオーダー Last Call） 
♦ご注文は内線 Dial to Order 2411 まで 

グリーンサラダ Green Salad ¥700 

フライドポテト Fried Potato                     ¥700 

ウインナー6種盛りAssorted Sausage       ¥1,000 

■Light Meals 軽食 

■Pasta・Pizza パスタ・ピザ 

フェットチーネ ボロネーゼ Bolognese       ¥950 

フェットチーネ カルボナーラ Carbonara  ¥1,000 

※上記の金額は、税金・サービス料（10%）込みの料金です。 

※The price includes 10% service charge and government tax. 

チーズいももち Cheese-in Potato Dumpling     ¥380 

北海道ザンギHokkaido ZANGI                    ¥800 

たこ焼きTAKOYAKI                                  ¥700 

■Rice Dish ご飯もの 

バターチキンカレーButter Chicken Curry     ¥1,250 

ビーフカレーBeef Curry                            ¥1,350 

■Hamburger with Fries ハンバーガー ※ミニポテト付き 

北海道ザンギタルタルバーガーZANGI Burger                                        ¥1,100 

ピッツァ マルゲリータPizza Margherita     ¥1,100 

ピッツァ サラミPizza Salami                   ¥1,200 

蘭越産ななつぼしご飯 RANKOSHI Rice     ¥350 

焼きおにぎり(2個) Grilled Rice Balls          ¥400 

※ドリンクメニューも豊富に取り揃えております。 
別紙ルームーサービスドリンクメニューをご参照ください。 



 

Room Service Menu ルームサービスメニュー 
Sparkling Wine スパークリング・ワイン 

‐Cava -     
オヤ・デ・カデナス ブリュット・ナチュレ NV レバンテ / スペイン ￥4,200 
Hoya de Cadenas Cava Brut Nature  Levante / Spain  
■生産者：ビンセンテ・ガンディア ■ブドウ品種：マカベオ 100% ■味わい：辛口  

 
‐Spumante -     
マルティーニ・ロゼ・スプマンテ NV ピエモンテ/ イタリア ￥5,600 
Martini Rose Spumante  Piemonte / Italy  
■生産者：クリュッグ ■ブドウ品種：シャルドネ / ピノ・ノワール / ピノ・ムニエ     ■味わい：中甘口  

 
ベラヴィスタ・フランチャコルタ キュヴェ・ブリュット     NV ロンバルディア / イタリア ￥9,500 
Bellavista Franciacorta Cuvée Brut  Lombardia / Italy  
■生産者：ベラヴィスタ ■ブドウ品種：シャルドネ / ピノ・ビアンコ / ピノ・ネロ     ■味わい：辛口  

‐Sparkling -    
シャンドン ブリュット NV ヴィクトリア / オーストラリア ￥5,800 
Chandon Brut  Victoria / Australia  
■生産者：モエ・エ・シャンドン ■ブドウ品種：シャルドネ / ピノ・ノワール     ■味わい：辛口  

‐Champagne -    
モエ・エ・シャンドン ブリュット・アンぺリアル NV シャンパーニュ / フランス フルボトル 

￥13,000 
ハーフボトル 

￥8,500 
Moët et Chandon Brut Impérial  Champagne / France 

■生産者:モエ・エ・シャンドン ■ブドウ品種：ピノ・ノワール / シャルドネ / ピノ・ムニエ     ■味わい：辛口 

ローラン・ペリエ ロゼ NV シャンパーニュ / フランス ￥22,000 
Laurent Perrier Rosé  Champagne / France  
■生産者:ローラン・ペリエ ■ブドウ品種：ピノ・ノワール 100％     ■味わい：辛口  

ドン・ペリニョン 2003 シャンパーニュ / フランス ￥30,000 
Don Pérignon  Champagne / France  
■生産者：モエ・エ・シャンドン ■ブドウ品種：ピノ・ノワール / シャルドネ / ピノ・ムニエ     ■味わい：辛口  

クリュッグ グラン・キュヴェ・ブリュット   MV シャンパーニュ / フランス ￥42,000 
Krug Grand Cuvée Brut  Champagne / France  
■生産者：クリュッグ ■ブドウ品種：シャルドネ / ピノ・ノワール / ピノ・ムニエ     ■味わい：辛口   

 

 

 

上記の金額は、税金・サービス料（10％）込みの料金です。  
※The price includes 10% service charge and government tax. 

  



 

Room Service Menu ルームサービスメニュー 

White Wine 白ワイン 

オーバーストーン ソーヴィニヨン・ブラン  マルボロ / ニュージーランド ￥3,800 
Overstone Sauvignon Blanc  Marlboro / New Zealand  
■生産者：オーバーストーン ■ブドウ品種：ソーヴィニヨン・ブラン 100％     ■味わい：辛口  

モンテス クラッシック・シリーズ・シャルドネ  クリコ・ヴァレー / チリ ￥4,000 
Montes Classic Series Chardonnay  Curico Valley / Chile  
■生産者：モンテス S.A ■ブドウ品種：シャルドネ 100％     ■味わい：辛口   

    
ソアヴェ・クラシコ 2017 ヴェネト / イタリア ￥5,500 
Soave Classico（Pieropan） Vèneto / Italy   

■生産者：ピエロパン ■ブドウ品種：ガルガーネガ主体     ■味わい：辛口   
   

Red Wine 赤ワイン 
オーバーストーン メルロ 2018 ホークス・ベイ / ニュージーランド ￥3,800 
Overstone Merlot  Hawke's Bay / New Zealand  
■生産者：オーバーストーン ■ブドウ品種：メルロ 100％ ■味わい：ミディアム・ボディ  

モンテス クラッシック・シリーズ・カベルネ・ソーヴィニヨン セントラル・ヴァレー / チリ ￥4,000 
Montes Classic Series Cabernet Sauvignon  2018 Central Valley / Chile  
■生産者：モンテス S.A ■ブドウ品種：カベルネ・ソーヴィニヨン 100％ ■味わい：ミディアム・ボディ  

 

Drinks ドリンク 
エビスビール(小瓶) Yebisu Beer   ￥900 
サッポロプレミアム/アルコールフリー    
     Sapporo Premium alcohol free   ￥900 
コカ・コーラ Coka-cola    ￥500 
ジンジャーエール Ginger Ale   ￥500 
サンペレグリノ(750ml) San Pellegrino   ￥1,000 
    
    

      ご注文は内線 Dial to Order 2411 まで 
 

上記の金額は、税金・サービス料（10％）込みの料金です。  
※The price includes 10% service charge and government tax. 


