
ルームサービスメニュー  Room Service Menu

🍺お得な各種晩酌セット🍶
・ハイカラセット ～揚げたての唐揚げとバーテンダーが作る本格ハイボールのセット～

・おつまみ 2種セット ～美味おつまみ 2種とお飲物のセット～

ミックスナッツ
エイヒレの炙り
梅水晶
豆腐の味噌漬け
牛蒡の唐揚げ
焼き枝豆
里芋の唐揚げ（柚子風味）
ローズマリーポテトフライ
カマンベールチーズフライ

＊おつまみ 2種をお選び下さい Choose 2 kinds of Snacks ＊お飲物 1種をお選び下さい Choose one drink 

＋

￥1,200-

・生ハム＆チーズのマリアージュセット ～プロシュート＆4種のチーズとグラスワインのお洒落なセット～ ￥1,600-

・日本酒飲み比べセット ～お好きな日本酒 3種を呑み比べてお楽しみ下さい～ ￥2,500-

￥1,800-

プレーン (4 ケ )
南蛮 (4 ケ )＋￥100
ヤンニョム (4 ケ )＋￥100

＊ムネ唐揚げの種類をお選び下さい Choose the flavor of chicken  
ハイボール Whisky and Soda 
生ビール（ラージサイズ : ＋200 円）　Draft Beer

芋焼酎 Potato Shochu 
麦焼酎 Barley Shochu 
黒糖焼酎 Raw sugar Shochu 

＊お飲物 1種をお選び下さい  Choose one drink 

＋

ロック・水割り・ソーダ割りお湯割りからお選び下さい。

エブラール・コート・ドュ・
ボルドープレミアム（RED）

ジンジャーエール Ginger Ale 
コカ・コーラ Coca-Cola 

黒烏龍茶 Black Oolong Tea 

各 100cc

Karaage Set (4 pieces of deep-fried Japanese chicken breast with a drink) 

八海山（特別本醸造 / 新潟県） Hakkaisan (Niigata)
北雪（大吟醸 / 新潟県） Hokusetsu (Niigata)
鍋島（特別純米 / 佐賀県） Nabeshima (Niigata)
天狗舞（山廃仕込み / 石川県） Tengumai (Ishikawa)
東光（純米 / 山形県） Toukou (Yamagata)

Plane fried chicken  

Namban fried chicken (spicy vinegar sauce) 

Yangnyeom fried chicken 
                 (sweet and spicy sauce) 

Mixed nuts

Seared Stingray Fin

Shark cartilage with ume plum paste
Tofu marinated in miso

Deep-fried burdock

Grilled Edamame

Deep-fried taro with yuzu
French fries with rosemary oil

Deep-fried camembert cheese

ワイン（赤・白）　Wine (Red or White)

ハイボール Whisky and Soda 
生ビール（ラージ Large: ＋200 円）　Draft Beer

芋焼酎 Potato Shochu 
麦焼酎 Barley Shochu 
黒糖焼酎 Raw sugar Shochu 

ロック・水割り・ソーダ割りお湯割りからお選び下さい。
(straight, with ice, with water, with soda)

ジンジャーエール Ginger Ale 
コカ・コーラ Coca-Cola 

黒烏龍茶 Black Oolong Tea 

ワイン（赤・白）　Wine (Red or White)

Sake Flight Set (Choose 3 kinds of Sake from following) 

Marriage Set (Prosciutto, 4 kinds of Cheese and Wine)

HEBRARD
Côtes de Bordeaux Premium(RED)

PLEASE CALL TO ORDER AT 718(RESTAURANT) OR 9(RECEPTION)

Snack Set (2 snacks and a drink) 

(straight, with ice, with water, with soda)

Dinner set Great value!



￥1,500-・四季の唐揚げ定食 ～ムネ 2個・もも 2個 / サラダ・小鉢・みそ汁付き～

￥1,600-・四季の南蛮唐揚げ定食 ～ムネ 2個・もも 2個 / サラダ・小鉢・みそ汁付き～

￥1,600-・四季のヤンニョム唐揚げ定食 ～ムネ 2個・もも 2個 / サラダ・小鉢・みそ汁付き～

￥1,500-・四季オリジナル甘エビカレー ～甘エビと野菜をことこと煮込んだスパイスカレー

￥1,700- / 唐揚げ 2個付き

￥1,900- / エビフライ 2本付き

￥2,000-・厚切り豚と濃厚卵のかつ重 ～サラダ・みそ汁・漬物付き～

￥2,500-・ステーキ重 ～サラダ・みそ汁・漬物付き～

￥1,050-・出汁巻き玉子

￥800-・御飯セット（ライス・みそ汁・御漬物）

定食メニュー

￥950-・エイヒレの炙り

￥950-・豆腐の味噌漬け
￥920-・梅水晶

￥850-・ミックスナッツ
￥800-・牛蒡の唐揚げ

￥1,150-・温泉玉子と生ハムのシーザーサラダ

￥1,150-・生麩の田楽 ￥1,150-・焼き枝豆 / レギュラーサイズ
￥800-（ハーフサイズ）

￥1,150-・カマンベールチーズフライ

￥1,100-・ローズマリーポテトフライ 

￥1,000-・国産若鶏の胸塩焼き

￥950-・国産胸唐揚げ４個

￥1,880-・5種のソーセージ盛り合わせとポテトフライ

ドリンクメニュー Drink Menu
エスプレッソ / エスプレッソダブル 500円 / 800 円
コーヒー（アイス / ホット） 700 円

カフェラテ / カプチーノ（アイス / ホット） 各900 円

Espresso / Double
Coffee (Ice/Hot)

Cafe Latte Cappuccino

当店厳選のお茶各種 
～大地の恵”TEARTH” 安心・安全を最優先した高品質Tea～

各1000 円

☆ダージリン （紅茶のシャンパンと称される爽やかな味わい）
☆アールグレイ （スリランカ・ディンブラ産の茶葉にベルガモットが香り付けされたフレーバーティー）

Darjeeling
Earl Grey

￥1,600-・本日のお魚御膳 ～内容はスタッフ迄お問い合わせ下さい / サラダ・小鉢・みそ汁・漬物付き～

単品メニュー A la carte menu

￥1,800-・本日の替わりメニュー ～内容はスタッフ迄お問い合わせ下さい / サラダ・小鉢・みそ汁・漬物付き～

★ローズヒップハイビスカス （ビタミンCたっぷりのお肌に優しいハーブティー / ノンカフェイン）
★カモミール （リラックス効果が有ると言われるハーブティー / ノンカフェイン）

☆はちみつ紅茶 （当店人気No1！スリランカ産100%のセイロン茶に蜂蜜を加え、上品な甘さです）
☆ほうじ茶 （香り高く焙じられた国産茶葉。ほっこり和める一杯です）
☆緑茶 （鮮度を大切に作られた国産茶葉。コクと深みと品のよい味わいをお楽しみ下さい）

ドラフトビール（アサヒスーパードライ） 1,000 円Draft Beer Asahi Super Dry

ドラフトギネス 1,100 円
コロナエキストラ 1,050 円Corona Extra

Draft Guinness

イチローズモルト（白） 1,600 円Ichiro's Malt White Label 
ラフロイグ10年 1,700 円
マッカラン12年 2,200 円

Laphroaig
Macallan

ジャックダニエル 1,600 円
ワイルドターキー8年 1,700 円

Jack Daniel's
Wild Turkey 8 years old

本日のスパークリングワイン 1,000 円～Sparkling Wine of the Day

本日の日本酒（内容はスタッフまでお問い合わせください） 一合 1,300 円～
Today's recommended sake

 Wine (Red/White)   glass本日のグラスワイン（赤 ・白） 1,000 円~

Camonil
Green Tea
Houjicha
Honey Black Tea

Rose Hip Hibiscus

Today's fish set meal (with rice, mini salad, pickles and a small bowl of cooked food)

Today's special set meal (with rice, mini salad, pickles, and a small bowl of cooked food)

Tonkatsu-ju (pork cutlet) with thick sliced pork and egg
                                                                 (with mini salad, miso soup and pickles)

Steak and rice (with mini-salad, miso soup and pickles)

Mixed nuts

Seared Stingray Fin

Shark cartilage with ume plum paste

Tofu marinated in miso

Deep-fried burdock

Dengaku    grilled fu with miso paste

Eggs baked and rolled in dashi broth

Caesar Salad with Onsen Egg and Prosciutto Ham

Deep-fried camembert cheese

French fries with rosemary oil

Assorted 5 kinds of Sausages and French fries

Grilled Japanese Chicken Meat with Salt and Yuzu Pepper

Deep-fried Japanese young chicken breast (4 pieces)

Rice and Miso Soup Set (with pickles)

Grilled Edamame (Regular)
(Half)

サラダ・らっきょ・みそ汁付き～

Karaage set (Deep-fried chicken, 4 pieces with rice, mini salad, pickles, 
                                                                    and a small bowl of cooked food) 

Karaage Namban set (Deep-fried chicken with vinegar and tartar sauce, 
                                           with rice, mini salad, pickles, and a small bowl of cooked food) 
                                                                      
Karaage Yangnyeom set (Deep-fried chicken with sweet and spicy sauce,
                                           with rice, mini salad, pickles, and a small bowl of cooked food)
                                   
Our original northern shrimp curry 
         (with mini salad, shallot onion and miso soup)

トッピング Topping 2 pieces of fried chicken 

2 fried shrimp 

Set meal menu

本日のボトルワイン（赤 ・白） 6,000 円~ Wine (Red/White)   bottle


