
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルームサービス特別メニューのご案内 

IN ROOM DINING 
 

ご朝食 BREAKFAST                               06:00 ～ 11:30 

         アメリカンブレックファスト                       THE AMERICAN BREAKFAST 

      ※ジュースをお選びください。                              ＊ Your choice of : 

   オレンジジュース､グレープフルーツジュース                 Orange Juice, Grapefruit Juice 

        アップルジュース                          Apple Juice 

   トマトジュースまたはベジタブルジュース                       Tomato Juice or Vegetable Juice 

        

    ※卵料理と付け合わせをお選びください。                 ＊ Your choice of : 

 目玉焼き、スクランブル、プレーンオムレツ                  Two Eggs : Fried, Scrambled, Plain Omelet 

       ゆで卵 または ポーチ                       Boiled or Poach 

     ハム、ソーセージ または ベーコン                   Ham, Sausage or Bacon 

   ブレックファストロール または トースト                 Breakfast Rolls or Toast 

      コーヒー または 紅茶                         Coffee or Tea 

                \3,850                                             \3,850 

和朝食 JAPANESE  BREAKFAST                            07:00 ～ 9:30 

      午前7時より9時30分までに 

    ご注文をお申し付けください。              Served: 7:00 a.m. ~ 9:30 a.m. 

      ご飯 または お粥                    Rice or Rice Porridge 

   小鉢盛り 焼魚 煮物 焼海苔                 Appetizer, Grilled Fish, Simmered Dish, Nori Seaweed, 

       副菜 味噌汁                                         Side Dish, Miso Soup 

         \3,850                                             \3,850 

  

 お飲み物は裏面をご覧ください。 
Please see the reverse side for drinks. 

 
食材によるアレルギーのあるお客様は、係にお申し付けください。 

Kindly inform your waiter if you are allergic to certain foods or are observing dietary restrictions. 

勝手ではございますが、サービス料（10％）を加算させていただきます。 

A 10% service charge will be added to your bill. 

 



 

 

 

 

 

 

 
お飲み物 BEVERAGES                                06:00 ～ 22:00 

ソフトドリンク                                SOFT DRINKS                                            

  コカコーラ セブンアップ ………………………… ¥ 1,000 ………… Coca-Cola, Seven-Up, 

  ジンジャーエール コカコーラ ゼロ       Ginger-Ale, Coca-Cola Zero 

  富士ミネラルウォーター（780ml） ……………… ¥ 1,000 ………… Fuji Mineral Water（780ml） 

  ペリエ（330ml） …………………………………… ¥ 1,000 ………… Perrier（330ml） 

  エビアン（750ml） ………………………………… ¥ 1,100 ………… Evian（750ml） 

  サンペレグリノ（750ml） ………………………… ¥ 1,100 ………… San Pellegrino（750ml） 

  ウーロン茶（200ml） ……………………………… ¥ 1,000 ………… Oolong Tea（200ml） 

  フレッシュミックスベジタブルジュース ………… \ 1,700 ………… Fresh Mix Vegetable Juice 

 

 

 

ビール、日本酒、ノンアルコールビール           BEER AND JAPANESE SAKE AND NON ALCOHOLIC BEER 

  国産ビール各種（小瓶 334ml） …………………  ¥ 1,250 ………… Domestic Beer（334ml） 

  アサヒ、サッポロ、キリン、サントリー                          Asahi, Sapporo, Kirin, Suntory 

  白鷹 または 月桂冠（300ml） …………………… ¥ 1,650 ………… Hakutaka or Gekkeikan Sake（300ml） 

  月桂冠大吟醸（180ml） …………………………… ¥ 1,900 ………… Gekkeikan Dai Ginjo premium Sake（180ml） 

  ノンアルコールビール（小瓶） …………………… ¥ 1,250 ………… Non Alcoholic Beer （334ml） 

 

 

 

ワイン                                          WINE                                                    

グラス または キャラフ                            BY THE GLASS or CARAFE                                 

  グラスワイン（150ml）……………………………… ¥ 1,540 ………… The Glass （150ml） 

  キャラフワイン（450ml）…………………………… ¥ 3,850 ………… The Carafe（450ml） 

 

 

ボトルシャンパン、白・赤ワインもご用意しております。 
お気軽にお問い合わせください。ダイヤル② 

 
Bottled champagne, white and red wines are also available. 

To contact Room Service, Kindly call 2. 
 
 

飲酒運転は法律で固く禁じられております。 

お車を運転される方にはアルコール類はご提供できませんのでご了承ください。 
 

Driving under the influence of alcohol is strictly prohibited. 

We cannot serve alcoholic beverages to guests who will be driving. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ご昼食／喫茶／ご夕食         LUNCHEON／TEATIME／DINNER       11:30 ～ 22:00 

本日のスープ ……………………………………………………  \ 1,600 …………… Soup of the Day  

  帝国ホテル特製コンソメスープ ………………………………  \ 2,300 …………… Consommé Soup 

   コンビネーションサラダ ………………………………………  \ 1,400 …………… Combination Salad 

   シーザーサラダ …………………………………………………  \ 2,100 …………… Caesar Salad 

  スモークサーモン ………………………………………………  \ 3,000 …………… Smoked Salmon  

  エスカルゴガーリック風味 フレンチブレッド添え  ………  \ 2,300 …………… Escargots in Garlic Butter  

   ミックスサンドイッチ …………………………………………  \ 2,400 …………… Assorted Sandwiches  

   アメリカンクラブハウスサンドイッチ ………………………  \ 2,600 …………… American Clubhouse Sandwich  

  ハンバーガーサンドイッチ ……………………………………  \ 3,000 …………… Hamburger Sandwich 

   スパゲッティボロネーゼ ………………………………………  \ 3,000 …………… Spaghetti Bolognese 

   サーモンのグリル ………………………………………………  \ 4,300 …………… Grilled Salmon with Vegetables  

   海老フライ タルタルソース …………………………………  \ 4,500 …………… Fried Prawns, Tartar Sauce 

   ビーフカレー ……………………………………………………  \ 3,900 …………… Beef Curry 

   野菜カレー ………………………………………………………  \ 3,000 …………… Vegetables Curry 

   オムライスとハッシュドビーフソース ………………………  \ 3,600 …………… Rice with Chicken under Omelet 

   ハンバーグステーキ ……………………………………………  \ 3,400 …………… Hamburger Steak 

   和牛フィレステーキのグリル 野菜添え ……………………… \ 13,500 …………… Japanese Fillet Steak with Vegetables 

  ビーフシチュー ヌードル添え …………………………………  \ 4,100 …………… Beef Stew with Noodles 

   パン または ご飯 ……………………………………………    \ 500 …………… Rolls or Steamed Rice 

   アイスクリーム各種 ……………………………………………  \ 1,000 …………… Ice Cream  

   フレンチペストリー各種  ………………………………………    \ 900 …………… Your choice of Pastry 

   コーヒーまたは紅茶 ……………………………………………  \ 1,300 …………… Coffee or Tea 

 
 

和食などは裏面をご覧ください。 
Please see the reverse side for Japanese dishes. 

 
 

食材によるアレルギーのあるお客様は、係にお申し付けください。 
Kindly inform your waiter if you are allergic to certain foods or are observing dietary restrictions. 

勝手ではございますが、サービス料（10％）を加算させていただきます。 

A 10% service charge will be added to your bill. 



 

 

 

 

江戸前鮨 なか田                     Sushi from NAKATA                     11:30 ~ 20:30 

にぎり寿司吸い物、香物付 …………………… ¥ 7,800 ………… Assorted Nigiri Sushi with Clear Soup and Japanese Pickles 

                        (Kindly finish within an hour.) 

ふきよせちらし吸い物、香物付 ……………… ¥ 6,200 ………… Fukiyose-Chirashi 

Rice Garnished with Fresh Fish and Vegetables, with Clear Soup and Japanese Pickles

                       (Kindly finish within an hour.)

ばらちらし吸い物、香物付 …………………… ¥ 4,500 ………… Bara-Chirashi 

       (Vinegared Rice Garnished with Fish and Vegetables, with Clear Soup and Japanese pickles  

                                                             

 

                                                                                                             11:30 ~ 14:00 
日本料理 東京 なだ万           Japanese Cuisine TOKYO NADAMAN           17:00 ~ 20:00 

和牛焼き肉重 赤だし付き ……………………  ¥ 4,950 ………… Japanese beef Yakiniku-jyu with Miso soup 

和牛すき焼き ……………………………………  ¥ 9,900 ………… SUKIYAKI (Used Japanese beef and vegetables) 

（生卵、御飯、赤だし）                        (Raw egg, Rice, Miso soup) 

炭火やきとり重 赤だし付き …………………… ¥ 3,850 ………… A box of charcoal grilled chicken with rice and Miso soup 

豚ヒレカツ重 赤だし付き ……………………  ¥ 4,180 ………… A box of deep fried pork cutlet with rice and Miso soup 

江戸前 天重 赤だし付き ……………………  ¥ 6,820 ………… Tempura with sweet sauce on rice 

大海老天婦羅と冷たいそば ……………………  ¥ 3,520 ………… Prawn Tempura and cold soba noodles 

 

                                                           

 

                                                                                                             11:30 ~ 14:30 
中国料理 北京                   Chinese Cuisine from PEKING                 17:00 ~ 20:00 

北京弁当ふかひれスープ付き ………………… ¥ 6,700 ………… Chinese Boxed Meal with Shark Fin Soup 

                                                               

あんかけ五目焼きそば 春巻き添え …………… ¥ 3,400 ………… Fried Noodles Served with Spring Roll 

                                                               

ふかひれそば ……………………………………  ¥ 7,200 ………… Shark Fin Soup with Noodles 

 
 
 

食材によるアレルギーのあるお客様は、係にお申し付けください。 
Kindly inform your waiter if you are allergic to certain foods or are observing dietary restrictions. 

勝手ではございますが、サービス料（10％）を加算させていただきます。 

A 10% service charge will be added to your bill. 


