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

IN ROOM DINING MENU ダイヤル２へご用命ください
Please Dial  No.2

コーヒー（ホットはポットにてご提供いたします） ¥1,500
Coffee 

紅茶（ホットはポットにてご提供いたします） ¥1,500
Tea  

コカコーラ または ジンジャーエール ¥1,100
Coca-Cola or Ginger Ale

カフェオレ（ホット または アイス） ¥1,500
Café au lait (hot or iced)

ミルク（ホット または アイス） ¥900
Milk (hot or iced)

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

ペリエ （330ml） ¥1,000
Perrier (330ml)

ミネラルウォーター または ソーダ ¥450
Small mineral water or soda

ソフトドリンク
BEVERAGES

ウーロン茶 ¥1,000
Oolong tea

今月のソムリエおすすめワイン
Sommelier selection

750ml

ニュートン シャルドネ ￥11,000
Newton Chardonnay 
生き生きとしたピーチやハニーサックルのアロマ。焼きリンゴとほのかなオーク樽の香りとともに、桃のようなフレーバーが印象的な白ワイン

ケープメンテル シラーズ ￥14,000
Cape Mentelle shiraz
ペッパーやベーコンのようなスモーキーなフレーバーが、完熟したダークフルーツのアロマと調和しながら官能的な味わいを生む赤ワイン

Red Wines

White Wines

＊上記は15%のサービス料・税金を含みます。 All prices include 15% 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.

国産ビール（中瓶） ¥1,650
Domestic beer (500ml)     

焼酎（麦）吉四六（ボトル720ml） ¥14,000
Japanese wheat shochu (Bottle 720ml) 

ビバレッジ
ALCOHOLIC BEVERAGES

獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分（ボトル300ml) ¥4,750
Japanese sake “DASSAI” (Bottle 300ml)

スコッチウイスキー シーバスリーガル12年

(Bottle 700ml)（ボトル 700ml）
¥1,650Scotch Whisky (Glass ) （シングル）

¥26,000

国産ウイスキー 響 ブレンダーズチョイス
(Bottle 700ml)

（ボトル700ml)
¥54,000 Hibiki Blender’s Choice 

あさ開 純米酒 （ボトル300ml） ¥2,400
Japanese sake (Bottle 300ml)

ミッシェル リンチ 赤 または 白 ¥1,450
Glass of red or white wine  “Mychel Rynch” (Bordeaux) 

グラスワイン ～フランス ボルドー～
フェッツァー ボンテッラ 赤 または 白 ¥2,000
Glass of Red or White wine ”Fetzer bonterra” (California)

グラスワイン ～アメリカ カリフォルニア～



ドン ペリニヨン ¥55,000
Dom Pérignon

ボランジェ スペシャル キュヴェ ブリュット ¥27,000 ￥16,000
Bollinger Special Cuvée Brut

モエ エ シャンドン ロゼ アンペリアル ¥25,000 ￥14,500
Moët et Chandon Rosé  Impérial

ワイン WINE 7:00a.m.－ 10:00p.m. （ラストオーダー 9:30p.m. L.O.）

IN ROOM DINING MENU ダイヤル２へご用命ください
Please Dial  No.2

C hampagne

モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル ¥19,000 ￥13,000
Moët et Chandon Brut Impérial

ムルソー ¥22,000
Meursault

ピノ・グリージョ ¥10,500
Pinot Grigio

シャブリ ¥10,500
Chablis

プイィ フュイッセ ¥16,000 ￥8,500
Pouilly-Fuissé 

ピースポルター シュペトレーゼ ¥11,500
Piesporter Goldtröpfchen Spätlese

White Wines

ジュヴレ シャンベルタン ¥25,000 ￥15,000
Gevrey-Chambertin 

ベリンジャー カベルネ ソーヴィニョン ¥15,000
Beringer Cabernet Sauvignon

キャンティ クラシコ リゼルヴァ ¥13,000 ￥7,500
Chianti Classico Riserva

シャトー メイール オプティマ ¥10,500 ￥7,000
Château Meyre Optima

Red Wines

750ml 375ml

パイパー エドシック エッセンシエル バイ 京王プラザホテル ¥16,000
Piper-Heidsieck Essentiel by Keio Plaza Hotel

ローランペリエ ロゼ ¥22,000
Laurent-Perrier Rosé

ブルゴーニュ キュヴェ ラトゥール ブラン ¥9,500
Bourgogne Cuvée Latour Blanc

￥6,000

ブルゴーニュ キュヴェ ラトゥール ルージュ ¥9,500
Bourgogne Cuvée Latour Rouge

プティ フィジャック ¥19,000
Petit - Figeac

＊上記は15%のサービス料・税金を含みます。 All prices include 15% 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.
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