IN ROOM DINING MENU
ご朝食

ダイヤル２へご用命ください
Please Dial No.2

BREAKFAST 7:00a.m.－11:00a.m. 和朝食のみ10:00a.m.(L.O.)

アメリカンブレックファスト

American Breakfast

和朝食

Japanese Style Breakfast 10:00a.m. (L.O.)
小鉢

Side dish

チルドジュース（1点お選びください）
【オレンジ/グレープフルーツ/アップル/野菜/トマト

煮物

Choice of chilled juice: orange, grapefruit, apple, vegetable, or tomato

Braised dish

エッグディッシュ、温野菜添え（調理法をお選びください）
【フライ、スクランブル、プレーンオムレツ、ボイルドエッグ

蒸し物

Steamed dish

Choice of Egg dish： fried, scrambled, plain omelette, or boiled

焼き魚

サイドミート（1点お選びください）
【ハム、 ベーコン、 ソーセージ】

Grilled fish

御飯

Choice of meat: ham, bacon, or sausage

佐賀海苔

Steamed rice

ハッシュブラウン

Hashed browns

NORI Seaweed

味噌汁

香の物

Miso soup, and pickled vegetables

ベーカリーバスケット

サラダ
salad

Bakery basket

コーヒー または 紅茶

コーヒー

Coffee or Tea

Coffee or Tea

￥3,700

シリアル＆ヨーグルト

EGGS AND OMELETS

【プレーンオムレツ／フライ／スクランブル／ポーチ／ゆで玉子】
Egg dish:
Plain omelette, fried, scrambled, poached, or boiled

玉子料理のミート添え

【ハム／ベーコン／ソーセージ】
Above egg dish with ham, bacon, or sausage

CEREALS AND YOGURT

￥1,460

￥1,770

チーズオムレツ

￥1,670

マッシュルームオムレツ

￥1,670

Mushroom omelette

￥830

Plain Yogurt

Plain Yogurt with Mixed Berries

￥1,100

ブレッド

BREAKFAST BREADS

Bakery Basket

ミックスサンド（ハム、チーズ、トマト、レタス）

MEAT DISH

Morning steak

プレーンヨーグルト

ベーカリーバスケット

肉料理

モーニングステーキ

￥940

プレーンヨーグルト ミックスベリー添え
￥1,670

Cheese omelette

シリアル

【コーンフレーク または オールブラン】
Cereal: Corn Flakes or all-bran

ハムオムレツ

Ham omelette

紅茶

￥3,700

玉子料理

玉子料理

または

Mixed sandwich (ham, cheese, tomato, lettuce)

￥750
¥2,200

¥2,300

＊上記はすべて10%のサービス料・税金を含みます。 All prices include 10% service charge and consumption tax.
＊食物によるアレルギーや食事制限のご要望は、予め係りにお申し付けください。 Kindly inform our staff, if you are allergic to certain foods or observing dietary restrictions.

IN ROOM DINING MENU
ご昼食・ご夕食

ダイヤル２へご用命ください
Please Dial No.2

LUNCH ＆ DINNER 11:00a.m.－ 10:00p.m. （ラストオーダー ９:30p.m.）

イタリア産生ハムとロメインレタスのシーザーサラダ

¥2,100

海老フライタルタルソース添え

¥3,200

ニース風サラダ 赤ワインヴィネガー入りドレッシング

¥2,150

サーモンのグリル トマトソース

¥2,650

ホテル特製ハンバーグステーキ

¥3,200

Caesar salad

Salade Nicoise with red wine vinegar dressing

Fried prawns with tartare sauce

Grilled salmon with tomato sauce

フライドチキン フレンチフライ添え

¥2,500

デミグラスソース
Homemade hamburg steak with demi-glass sauce

コーンポタージュスープ

¥1,120

オーストラリア産牛サーロインステーキ メートル・ドテル バター ¥4,000
Beef sirloin steak (Australian beef) with maitre d’hotel butter

オニオングラタンスープ

¥1,600

京王プラザホテル伝統のビーフカレー

¥2,600

総料理長こだわりのハヤシライス

¥2,600

インドネシア風ピラフ “ナシゴレン”

スパゲティ ミートソース

Fried chicken and potato

Corn potage

オーストラリア産牛フィレステーキ

デミグラスソース
Beef fillet steak (Australian beef) with demi-glass sauce

¥4,000

国産鶏とふわトロ玉子の親子丼

¥2,900

オーストラリア産リブロースのステーキ丼 (数量限定)

¥3,300

¥2,500

ミックスサンドウィッチ

¥2,200

¥2,300

クラブハウスサンドウィッチ

¥2,600

スパゲティ ボンゴレ

¥2,500

京王プラザホテルオリジナル マロンシャンティ

￥1,500

スパゲティ ナポリタン

¥2,600

フルーツプレート

¥2,700

Onion gratin soup

Beef curry

Hashed beef with rice

Nasi goreng (Indonesian style pilaf)

Spaghetti Meat sauce

Spaghetti vongole

Spaghetti Napolitan

お料理とご一緒に

和食セット

(ごはん・味噌汁・サラダ・香の物)

洋食セット

(スープ・サラダ・パン または ライス)

中国料理＜南園＞

Chicken and egg bowl

Australian beef steak bowl with miso soup and
Japanese pickled vegetables

Mixed sandwich (ham, cheese, tomato, lettuce)

Club house sandwich

Chestnut Chantilly cream

Assorted fruits

with your choice of meal

Japanese set (Rice, Miso soup, salad, Japanese pickled vegetable)

¥1,000

Western set (Soup, salad, bread or rice)

¥1,000

銀座 久兵衛

5:00p.m. ~ 7:00p.m.（L.O.）

４:00p.m. ~ 7:30p.m.(L.O.)

五目入り焼きそば

¥2,300

竹（9貫、巻物）

¥5,000

五目入りチャーハン

¥2,300

松（11貫、巻物）

¥8,000

Fried noodles with chop suey

Fried rice with chop suey

Sushi 9pc, roll

Sushi 11pc, roll

（寿司、味噌汁付き）

特上（13貫、巻物） ¥12,000
Sushi 13pc, roll

＊上記はすべて10%のサービス料・税金を含みます。 All prices include 10% service charge and consumption tax.
＊食物によるアレルギーや食事制限のご要望は、予め係りにお申し付けください。 Kindly inform our staff, if you are allergic to certain foods or observing dietary restrictions.

IN ROOM DINING MENU
お飲み物

ダイヤル２へご用命ください
Please Dial No.2

BEVERAGES 7:00a.m.－ 10:00p.m. （ラストオーダー ９:３0p.m.）

ビバレッジ

ALCOHOLIC BEVERAGES

スコッチウイスキー シーバスリーガル12年（グラス）

¥1,350

スコッチウイスキー シーバスリーガル12年（ボトル）

¥21,000

グラスワイン 赤

国産ウイスキー 響 ブレンダーズチョイス（ボトル）

¥42,000

あさ開 純米酒 （300ml）

焼酎（麦）吉四六（ボトル720ml）

¥10,000

Scotch Whisky (Glass)

Scotch Whisky (Bottle)

Hibiki Blender’s Choice (Bottle)

Japanese wheat shochu (720ml)

国産ビール（中瓶）

¥1,430

Domestic beer (500ml)
または

白

Glass of wine Red or White

Japanese sake (300ml)

¥1,380

¥2,260

ソフトドリンク
BEVERAGES

コーヒー（ホットはポットにてご提供いたします）

¥1,200

紅茶（ホットはポットにてご提供いたします）

カフェオレ（ホット

¥1,300

ミルク（ホット または アイス）
Milk (hot or iced)

¥900
¥950

Coffee

アイス）
Café au lait (hot or iced)
または

Tea

ジュース各種 （オレンジ、グレープフルーツ、野菜、トマト、アップル）

¥900

コカコーラ

ウーロン茶

¥950

ミネラルウォーター

または ソーダ
Small mineral water or soda

¥410

¥1,600

ペリエ （330ml）

¥950

Chilled juice (orange, grapefruits, vegetable, tomato, apple)

Oolong tea

エヴィアン （750ml）
Evian (750ml)

または

ジンジャーエール

¥1,200

Coca-Cola or Ginger Ale

Perrier (330ml)

＊上記はすべて10%のサービス料・税金を含みます。 All prices include 10% service charge and consumption tax.
＊食物によるアレルギーや食事制限のご要望は、予め係りにお申し付けください。 Kindly inform our staff, if you are allergic to certain foods or observing dietary restrictions.

IN ROOM DINING MENU
ワイン

WINE

C

ダイヤル２へご用命ください
Please Dial No.2

7:00a.m.－ 10:00p.m. （ラストオーダー ９:３0p.m.）

hampagne & Sparkling Wine

750ml

375ml

ドン ペリニヨン

¥48,000

ボランジェ スペシャル キュヴェ ブリュット

¥23,000

￥13,000

モエ エ シャンドン ロゼ アンペリアル

¥22,000

￥12,500

モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル

¥17,000

￥10,000

オペレ トレヴィジャーネ ブリュット

¥11,500

￥7,500

Don Pérignon

Bollinger Special Cuvée Brut

Moët et Chandon Rose Impérial

Moët et Chandon Brut Impérial

Opere Trevigiane Brut

W

hite Wines

ムルソー

¥18,000

プイィ フュイッセ

¥14,000

￥7,500

ピースポルター シュペトレーゼ

¥11,000

￥6,500

Meursault

Pouilly-Fuissé

Piesporter Goldtröpfchen Spätlese

シャトー メルシャン 北信 シャルドネ

¥9,000

ソアーヴェ クラシコ スペリオーレ

¥8,200

Château Mercian HOKUSHIN Chardonnay

Soave Classico Superiore

R

ed Wines

ジュヴレ シャンベルタン

￥20,000

￥11,000

キャンティ クラシコ リゼルヴァ

¥12,000

￥7,000

シャトー メイール オプティマ

¥10,000

￥6,500

シャトー メルシャン 長野 メルロ

¥10,000

Gevrey-Chambertin

Chianti Classico Riserva

Château Meyre Optima

Château Mercian NAGANO Merlot

ジェイコブス クリーク リザーヴ シラーズ
Jacob’s Creek Reserve Shiraz

¥8,000

＊上記はすべて10%のサービス料・税金を含みます。 All prices include 10% service charge and consumption tax.
＊食物によるアレルギーや食事制限のご要望は、予め係りにお申し付けください。 Kindly inform our staff, if you are allergic to certain foods or observing dietary restrictions.

