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

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

Side dish

煮物

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

Braised dish

エッグディッシュ、ミート、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.
With meat & hot vegetables

焼き魚

サラダ

Grilled fish

Salad

御飯

ヨーグルト

佐賀海苔

Steamed rice

NORI Seaweed

Plain Yogurt

味噌汁

ベーカリーバスケット

香の物

Miso soup, and pickled vegetables

Bakery basket

サラダ
salad

コーヒー または 紅茶
Coffee or Tea

コーヒー

または

Coffee or Tea

￥3,700

￥3,700

玉子料理

シリアル＆ヨーグルト

EGGS AND OMELETS

玉子料理

【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

Above egg dish with meat

CEREALS AND YOGURT

￥1,460

￥1,770

ハムオムレツ

￥1,670

チーズオムレツ

￥1,670

Ham omelette
Cheese omelette

マッシュルームオムレツ

￥940

プレーンヨーグルト

￥830

Plain Yogurt

プレーンヨーグルト ミックスベリー添え
Plain Yogurt with Mixed Berries

BREAKFAST BREADS

ミックスサンド（ハム、チーズ、トマト、レタス）
¥2,300

￥1,100

ブレッド

Bakery Basket

MEAT DISH

Morning steak

【コーンフレーク 】
Cereal: Corn Flakes

ベーカリーバスケット

肉料理

モーニングステーキ

シリアル

￥1,670

Mushroom omelette

紅茶

Mixed sandwich (ham, cheese, tomato, lettuce)

￥750
¥2,200

＊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. L.O.）
～今月のおすすめ～
冷麺 【韓国風】

(数量限定）¥2,100

Cold noodle in Korean style

骨付き国産鶏のバターチキンカレー

(数量限定）

¥2,800

シーフードと夏野菜のグリーンカレー

(数量限定）

¥2,800

Butter chicken curry

＊麵にそば粉を使用しています。
This dish use buckwheat flour

Green curry with seafood & vegetables

＊写真はイメージです。季節・天候・仕入状況により料理内容、器等が変更になる場合がございます。 The actual presentations may differ from what you see in the photos.

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

フライドチキン フレンチフライ添え

¥2,500

ホテル特製ハンバーグステーキ

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

¥3,200

コーンポタージュスープ

¥1,120

牛サーロインステーキ

メートル・ドテル バター
Beef sirloin steak with maitre d’hotel butter

¥4,000

オニオングラタンスープ

¥1,600

牛フィレステーキ

デミグラスソース
Beef fillet steak with demi-glass sauce

¥4,000

京王プラザホテル伝統のビーフカレー

¥2,600

国産鶏とふわトロ玉子の親子丼

¥2,900

総料理長こだわりのハヤシライス

¥2,600

牛リブロースのステーキ丼 (数量限定)

¥3,300

インドネシア風ピラフ “ナシゴレン”

¥2,500

ミックスサンドウィッチ

¥2,200

スパゲティ ミートソース

¥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

￥1,600

スパゲティ ナポリタン

¥2,600

フルーツプレート

¥2,700

Caesar salad

Salade Nicoise with red wine vinegar dressing

Fried chicken and potato

Corn potage

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

Fried prawns with tartare sauce

Grilled salmon with tomato sauce

Chicken and egg bowl

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

和食セット

(ごはん・味噌汁・サラダ・香の物)

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

¥1,000

洋食セット

(スープ・サラダ・パン または ライス)

Western set (Soup, salad, bread or rice)

¥1,000

中国料理＜南園＞

銀座 久兵衛

5:00 p.m. ~ 7:45 p.m.（L.O.）

5:00 p.m. ~ 9:15 p.m.(L.O.)

五目入り焼きそば

¥2,300

松（10貫、巻物）

五目入りチャーハン

¥2,300

特上（12貫、巻物） ¥12,000

Fried noodles with chop suey

Mixed Fried rice

Sushi 10pc, roll

¥8,000

Sushi 12pc, roll

（寿司、味噌汁付き）

久兵衛（16貫、巻物） ¥16,000
Sushi 16pc,roll

（※お届けから1時間以内にお召し上がりくださいませ）
Please eat it within 1 hours

＊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.

