
ルームサービスメニュー
Room Service Menu

※和食処「みちのく」は毎週月曜日が定休日となっておりますので、月曜日は和食のルームサービスをお休みとさせていただきます。
　The Japanese restaurant‘Michinoku’is closed on Mondays. No room service of Japanese dishes is available on Mondays.
※上記料金には、サービス料・消費税が含まれております。　Price in cludes servicecharge and consumption tax.
※ルームサービスはたいへんお時間がかかりますので、お急ぎのお客様はレストランでお召し上がり下さい。
　Please be advised that Room Service time. For those time is limited we recommend the restaurant.

11：00～21：00  　　　　　　へご用命下さい。　Served from 11 a.m. to 9 p.m.   Dial 93 for order.

オール デイ メニュー All day menu

○オードブルの盛り合わせ
  Special Assorted Appetizer
○本日のスープ
  Today’s Soup
○帆立貝のフライ
  　　　　　 Deep Fried Scallop
○国産サーロインステーキ（180g）
  　　　　　 Sirloin Steak
○国産牛ヒレステーキ（150g）
  

○県産牛とガーリック豚のハンバーグステーキ
【ライスorパン付】（160g）
  Hamberg Steak
○ビーフカレー（サラダ付）
  Beef Curry (Salad)
○帆立貝と海老のスパゲティナポリタン（サラダ付）
  Spaghetti Napolitan with Scallops and Prawn (Salad)
○グリーンサラダ
  Green Salad

￥1,800

￥1,000

￥2,700

￥7,200

￥7,200

￥2,500

￥2,200

￥1,800

￥1,200

【ジャポネーゼソースorマディラワインソース／ライスorパン付】

【ライスorパン付】

【ライスorパン付】

○カシスシャーベット
  Black Currant Sherbet
 
○ジュース（オレンジ・リンゴ）
  Juice (Orange・Apple・Grapfruit)
○コーヒー
  Coffee
○コーラ・ジンジャーエール
  Coke・Gingerale
○ビール中（アサヒ・サッポロ・キリン・サントリー）
  Beer (Asahi・Sapporo・Kirin・Suntory)
○日本酒（喜久泉）
  Sake (Kikuizumi)
○ボトル赤ワイン
  Bottle Red Wine
○ボトル白ワイン
  Bottle White Wine
○ノンアルコールビール（キリン）
  Non-Alcoholic

￥700

 

￥700

￥700

￥700

￥1,000

￥800

￥6,000

￥6,000

￥800

昼限定メニュー Noon limited menu

○牛丼とざるそばセット
  A bowl of rice topped with cooked beef and vegetables ＆ zaru soba

￥2,138 ○サーモンいくら丼とざるそばセット
  A bowl salmon ikura＆zaru soba

￥2,494

6：30～9：30  　　　　　　へご用命下さい。　Served from 6:30 a.m. to 9:30 a.m.   Dial 93 for order.ダイヤル93

ダイヤル93

朝 食 Breakfast

・ジュース［アップル・オレンジ・トマト］ Juice/Your choice of Apple,Orange,Tomato
・卵料理［フライ・スクランブル・オムレツ／ベーコン・ハム・ソーセージ］
　Egg dish/Any kinds Egg Fried,Scrambled or Omelet with Bacon,Ham or Sausage
・サラダ Salad　・トースト＆クロワッサン Toast & Croissant　・コーヒー・紅茶・ミルク Coffee,Tea or Milk

アメリカンブレックファースト  American Breakfast ￥2,500

・ジュース［アップル・オレンジ・トマト］ Juice/Your choice of Apple,Orange,Tomato
・サラダ Salad　・トースト＆クロワッサン Toast & Croissant　・コーヒー・紅茶・ミルク Coffee,Tea or Milk

コンチネンタルブレックファースト  Continental Breakfast ￥1,800

Fillet Steak

【お飲物 Drink】

○刺身定食
  “Sashimi” Set (Sliced Raw Fish)
○天婦羅定食
  “Tempura” Set (Deep Fried Shrimp & Vegetables)

￥5,000

￥5,000

○にぎり寿司
  “Nigiri Sushi”
○ちらし寿司
  “Chirashi Sushi”

￥4,000

￥4,000

11：00～14：00  　　　　　　へご用命下さい。　Served from 11 a.m. to 14 p.m.   Dial 93 for order.ダイヤル93

夜限定メニュー Night limited menu
17：00～21：00  　　　　　　へご用命下さい。　Served from 17 p.m. to 9 p.m.   Dial 93 for order.ダイヤル93

○ざるそば
  “Zaru Soba” (Buckwheat Noodles)

￥1,296 ○お茶漬け（鮭・梅） お新香付
  “Ochazuke”  Grilld Salmon or Pickled Plum(Rice Cooked in Green Tea Served with Pickles)

￥972

○ざるそば
  “Zaru Soba” (Buckwheat Noodles)

￥1,296 ○お茶漬け（鮭・梅） お新香付
  “Ochazuke”  Grilld Salmon or Pickled Plum(Rice Cooked in Green Tea Served with Pickles)

￥972


