
ルームサービス 営業内容変更のご案内

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ルームサービスの提供時間・
メニューなどを変更して営業しております。

一部掲載内容と異なりますので、予めご了承ください。
ご利用の際は客室のご案内をご確認いただくか、

係におたずねください。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、

何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

To prevent the spread of novel coronavirus infection,

we have temporarily changed our operation of room service.

We truly appreciate your kind understanding and cooperation.



Breakfast
洋朝食 Western  Style  Breakfast

アメリカンブレックファスト

<6:30 a.m.~10:00 a.m.>

<7:00 a.m.~10:00 a.m.>

<6:30 a.m.~10:00 a.m.>

American Breakfast

(¥3,630)¥3,000

(¥2,178)¥1,800

(¥3,630)¥3,000

(¥1,331)¥1,100

(¥726)各¥600

¥500 (¥605)

各¥800 (¥968)

(¥726)¥600

● お選びください。 

● 冷たいお飲物もご用意しております。

Choice of following items.

● お選びください。 Choice of following items.

<ジュース　Juice>

<ジュース　Juice>

オレンジ／グレープフルーツ／アップル／トマト／野菜
Orange, Grapefruit, Apple, Tomato or Vegetable

<卵料理　Eggs>
オムレツ／フライ／スクランブル／ボイル

オレンジ／グレープフルーツ／アップル／トマト／野菜

Toast (2 slices), Croissants or Danishi Pastries (3 pieces)

コーヒー／紅茶／ミルク
Cof fee, Tea or Milk

Cof fee, Tea, Milk, Cafe au Lait (Pot)

Omelet, Fried, Scrambled or Boiled

<ミート　Meat>

 ミート　　Meat 

ハム／ベーコン／ソーセージ
Ham, Bacon or Sausage

<パン　Bread>

<パン　Bread>

トースト（2枚）／クロワッサン または デニッシュ（各3個）
Toast (2 slices), Croissants or Danish Pastries (3 pieces)

<サラダ　Salad>

サラダ　Salad

ヨーグルト　Yogurt

<お飲み物　Beverage>

<お飲み物　Beverage>

お飲み物　Beverage 

コーヒー／紅茶／ミルク
Cof fee, Tea or Milk

コンチネンタルブレックファスト
Continental  Breakfast

Orange, Grapefruit, Apple, Tomato or Vegetable

トースト（2枚）／クロワッサン または デニッシュ（各3個）

和朝食
Japanese Style Breakfast

和朝食は7:00a.m.からお届けいたします。
Japanese Style Breakfast can be delivered to your room from 7:00 a.m.

和朝食
Japanese Style Breakfast

小鉢　　　　Appetizer 

焼物 　　 　  Grilled Fish

味噌汁　　　Miso Soup

海苔　　　    Dried Seaweed

玉子　　　　Japanese Omelet

香の物　　　Pickles

御飯 または お粥　Rice or Rice Porridge

焚き合わせ　 Vegetables etc, simmered in Sweet Soy Sauce

朝食一品料理  Breakfast  Á  la  carte

フレッシュジュース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（オレンジ または グレープフルーツ）

Fresh Juice (Orange or Grapefruit)

オレンジ／グレープフルーツ／ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
アップル／トマト／野菜
Chilled Juice （Orange, Grapefruit, Apple, Tomato or Vegetable）

フルーツ　Fruit

ジュース　 Juice

(¥1,936)¥1,600メロン（1 / 6） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Melon (1/6)

(¥1,089)¥900パパイヤ（1/2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Papaya (1/2) 

(¥1,210)¥1,000モーニングフルーツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Assorted Cut Fruits

プレーンヨーグルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Plain Yogurt

Corn  Flakes

All-Bran

Oatmeal

卵料理（2個）　Two Eggs

(¥968)各¥800オムレツ／フライ／スクランブル／ボイル ・・・・・・・・
Omelet, Fried, Scrambled or Boiled

Ham (3 pieces), Bacon (3 pieces) or Sausage (5 pieces)

Small Salad ( Dressing : Vinaigrette, Lemon or  Japanese)

Croissants or Danish Pastries (3 pieces)

(¥1,210)¥1,000スパニッシュオムレツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Spanish Omelet 

(¥1,210)¥1,000チーズオムレツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Cheese Omelet

(¥605)各¥500ハム（3枚）／ベーコン（3枚）／ソーセージ（5本） ・・・・・

スモールサラダ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
（ドレッシング ： ビネグレット／レモン／和風）

シリアル　Cereal

(¥605)¥500コーンフレーク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(¥605)¥500オールブラン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(¥605)¥500オートミール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パン　Bread

French Toast (with Maple Syrup or Honey )

(¥1,210)¥1,000フレンチトースト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（メープルシロップ または ハチミツ添え）

 Pancakes (with Maple Syrup or Honey )

(¥1,210)¥1,000ホットケーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（メープルシロップ または ハチミツ添え）

Toast ( 2 slices ) (Plain, Whole-wheat or  Raisin )

(¥605)¥500トースト（2枚） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（プレーン、全粒粉 または レーズン）

(¥605)各¥500クロワッサン／デニッシュ（各3個） ・・・・・・・・・・・・・・・

コーヒー／紅茶／ミルク／カフェ・オ・レ（ポット） ・・・・
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