
セットメニュー
コンチネンタルブレックファスト   2700
ジュース 
オレンジ、グレープフルーツ、アップル、クランベリー 
グアバ、ライチ、トマト、キャロットまたはミックスベジタブル
よりお選びください。

ヨーグルト 
プレーン、ノンファットまたはフルーツヨーグルトより 
お選びください。

フルーツ

ベーカリー 
トースト、ホールウィートトースト、デニッシュ、ブリオッシュ、
クロワッサン、マフィン、ブラン、またはバナナブレッド    
より３種類お選びください。

コーヒー、カフェインフリーコーヒー、紅茶、またはホットチ
ョコレート 

 
アメリカンブレックファスト    3600
上記のコンチネンタルブレックファストアイテムに加えて、
 
シリアル 
コーンフレーク、グルテンフリーシリアル  、オールブラン、
玄米フレーク、ドライミューズリーよりお選びください。  

お好みの卵料理（卵２個）
目玉焼き、プレーンオムレツ、ポーチドエッグ、スクランブル
エッグ、またはゆで卵よりお選びください。
 
ベーコン、ハムまたはソーセージ
 
ハッシュブラウン、グリルドトマト、ほうれん草のソテーと
温野菜

和朝食   3600
フレッシュオレンジジュースまたは、フレッシュグレープ 
フルーツジュース

白飯または、白粥

小鉢、鶏肉と野菜の煮物、厚焼き玉子、焼き魚、味噌汁 
漬物、フルーツ、緑茶

 

中華粥セット   3400
ジュース 
オレンジ、グレープフルーツ、アップル、クランベリー、グア
バ、ライチ、トマト、キャロットまたはミックスベジタブルより
お選びください。

グリーンサラダ

中華粥 
チキン、ポーク  または、ビーフからお選びください。

ジャスミンティー

おにぎりセット    2000
おにぎり3種－鮭、たらこ、梅
豚汁、漬物 

卵料理 
 
お好みの卵料理（卵2個）    1900 
目玉焼き、プレーンオムレツ、ポーチドエッグ、スクランブル
エッグ、ゆで卵よりお選びください。

ベーコン、ハムまたはソーセージ

ハッシュブラウン、グリルドトマト 
ほうれん草のソテーと温野菜 
 
ふわふわホワイトオムレツ 
ブロッコリーとチェダーチーズ入り      2500 
セミドライトマト、ブロッコリー、チェダーチーズ、バジル入り

食事制限やアレルギーがございましたらスタッフにお申し付けください。 
当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係の者にお尋ねください。 

スーパーフード（SuperfoodsRxTM) メニュー　 グルテンフリーメニュー　  豚肉を含んだ料理　  ベジタリアンのお客様向きのお料理 
唐辛子を使ったお料理　 スーパーシェフメニュー 

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。

朝食
時間 6:00AM-11:00AM. 
電話のサービスエキスプレスボタン(Service Express®)を押してご注文ください。

1日の活力は、栄養満点の 
スーパーフードRxTMメニューで。

リンゴ
ポリフェノール、フラボノイド、ビタミンCなどの抗酸化物
質が豊富

アボカド
食物繊維、葉酸、カリウム、ビタミンE、マグネシウムが豊富

豆類
タンパク質、食物繊維、ビタミンB群、鉄分、葉酸、マグネシ
ウムを含む低脂肪食品

ブルーベリー
抗酸化作用のある植物性栄養素がきわめて豊富

ブロッコリー
食物繊維やビタミンB6、ビタミンC、ビタミンEを豊富に含む
ほか、健康に最適な量のビタミンKを含有

シナモン
最古のスパイスのひとつで、古くから伝統薬としても使用
あり

ブラックチョコレート
抗酸化物質のフラボノールを含有

ドライスーパーフルーツ
健康を促進する栄養素が濃縮された栄養源

エクストラバージンオリーブオイル 
ビタミンEがきわめて豊富 
 
ニンニク
ビタミンB6やビタミンC、リン、亜鉛、セレンなどの栄養素
が豊富

ハチミツ
ペプチド、有機酸、酵素による抗酸化活性あり

キウイ
低カロリーのビタミンE源で、ビタミンC、葉酸、カリウム、食
物繊維も含有

低脂肪ヨーグルト
活性の高い生きた乳酸菌、タンパク質、カルシウム、ビタミ
ンB群を含有

オート麦
カロリーが低く、食物繊維、タンパク質、マグネシウ
ム、カリウム、亜鉛、銅が豊富

タマネギ
フラボノイドと植物性栄養素が豊富な栄養食品

オレンジ
ビタミンCを多く含むだけでなく、フラボノイドも豊富

ザクロ
カリウム、ビタミンC、ポリフェノール、ビタミンB6が
豊富

カボチャ
カロリーが低く、食物繊維のほか、ビタミンCやビタミ
ンE、カロチンがきわめて豊富

大豆
各種ビタミン、ミネラル、植物性タンパク質、水溶性
食物繊維がきわめて豊富な栄養源

ホウレンソウ
鉄分、抗酸化物質、ビタミンK、コエンザイムQ10、オ
メガ-3脂肪酸を含有

お茶
抗酸化物質と重要な各種ビタミン、およびミネラル
が豊富

トマト
食物繊維の供給源で、抗酸化物質のリコピンが豊富

ターキー
きわめて脂肪が少なく、タンパク質の豊富な肉の
ひとつ。 
ビタミンB6やビタミンB12、亜鉛も含有

クルミ
食物繊維、タンパク質、ビタミンB群、マグネシウム、
抗酸化物質のビタミンEを含有 

天然サケ
タンパク質が豊富でオメガ-3脂肪酸をもっとも豊富
に含む食品のひとつ

スーパーフードRxTMは、組み合わせることでより栄養価を高める食品です。



フルーツ 
フルーツの盛り合わせ    2400

パパイヤ    1100

マンゴー    1100

マスクメロン    2200

パイナップル    600

バナナ    350

ベリーの盛り合わせ     1900 
 
 
ヨーグルト 
ヨーグルト    750 
プレーン、ノンファットまたはフルーツヨーグルトより 
お選びください。 
 
ヨーグルト　バナナまたはミックスベリー添え    1000 
プレーンまたはノンファットヨーグルトよりお選びください。 
 
 
ベーカリー  
お好みのベーカリー   800 

トースト、ホールウィートトースト、デニッシュ、ブリオッシュ、
クロワッサン、マフィン、ブランまたはバナナブレッド より 
3種類お選びください。 
 
 
シリアル 
シリアル   800 
コーンフレーク、グルテンフリーシリアル 、オールブラン、
玄米フレークまたはドライミューズリーよりお選びください。

ベリーとアップルのグラノーラミューズリー    1450

プレーンオートミール   800

バナナとナッツのオートミール    1400 
 
 

その他のお料理 
スモークサーモンの豆腐とアボカド添え     2200 
レモンとオリーブオイル 
 
ミックスグリーンサラダ       1500 
ハニーシャンパンドレッシング 
 
フレンチトースト   1600 
 
全粒粉のパンケーキ ブルーベリーコンポート添え  
1500 
 
サイドディッシュ各種  各800 
ベーコン ／ハム ／ソーセージ    
スモークサーモン ／ハッシュブラウンポテト  
フライドポテト／温野菜   ／ほうれん草のソテー  
 
出し巻き卵   1200 
大根おろし添え 
 
鶏肉と野菜　炊き合わせ   1800 
 
 
 
ウェスティン・フレッシュ・ 
バイ・ザ・ジューサリー 
ウェスティン・フレッシュ・バイ・ザ・ジューサリー（Westin 
Fresh by The Juicery）は、栄養バランスに配慮した 
ヘルシーなジュース＆スムージーです。 

ジュース 
リンゴ、ほうれん草、レモン、パセリ    1500 

オレンジ、パッションフルーツ    1500 

スムージー 
ケール、ほうれん草、バナナ、マンゴー、シナモン    1500 

ラズベリー、ストロベリー、ミント、ローズウォーター、デーツ 
アーモンドミルク    1500

朝食
時間 6:00AM-11:00AM 
電話のサービスエキスプレスボタン(Service Express®)を押してご注文ください。

コンチネンタルブレックファスト   2700 
ベーカリー3種、フルーツ、ヨーグルト 
お好みのジュースとコーヒーまたは紅茶

ふわふわホワイトオムレツ 
ブロッコリーとチェダーチーズ入り     2500 
セミドライトマト、ブロッコリー、 
チェダーチーズ、バジル入り

ベリーとアップルのグラノーラミューズリー    1450

全粒粉のパンケーキ ブルーベリーコンポート添え 
   1500

ベリーの盛り合わせ     1900

ウェスティン ウィークエンド
ウェスティンの週末は、エクステンド・ブレックファストで、いつもよりゆったりと。 
お部屋でリラックスしたり、ウェスティンワークアウトフィットネススタジオでアクティブに一日をはじめるなど、 
お客様ご自身のスタイルに合った心地良い朝をお過ごしください。

土曜日と日曜日の3：00PMまでお楽しみいただけます。 
電話のサービスエキスプレスボタン（Service Express®）を押してご注文下さい。

食事制限やアレルギーがございましたらスタッフにお申し付けください。 
当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係の者にお尋ねください。 

スーパーフード（SuperfoodsRxTM) メニュー　 グルテンフリーメニュー　  豚肉を含んだ料理　  ベジタリアンのお客様向きのお料理 
 唐辛子を使ったお料理　 スーパーシェフメニュー 

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。

食事制限やアレルギーがございましたらスタッフにお申し付けください。 
当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係の者にお尋ねください。 

スーパーフード（SuperfoodsRxTM) メニュー　 グルテンフリーメニュー　  豚肉を含んだ料理　 ベジタリアンのお客様向きのお料理 
唐辛子を使ったお料理　 スーパーシェフメニュー 

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。



アペタイザー 
モッツァレラチーズとトマト、ルーコラのサラダ 
バジリコとレモン風味     1800 
 
ミックスグリーンサラダ       1500 
ハニーシャンパンドレッシング 
 
シーザーサラダ    2200 
 
輸入チーズ盛り合わせ    3000 
 
 
スープ 
スイートコーンスープ   1100 
 
オニオングラタンスープ   1600 
 
ミネストローネスープ     1500 
 
 
オールデイブレックファスト 
お好みの卵料理(卵2個)    1900 
目玉焼き、プレーンオムレツ、ポーチドエッグ、 
スクランブルエッグ、ゆで卵よりお選びください。 
 
ベーコン、ハムまたはソーセージ 
 
ハッシュブラウン、グリルドトマト 
ほうれん草のソテーと温野菜 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝食メニュー
時間 6:00AM-11:00AM 
 
ホールウィート アップルレーズンフレンチトースト   1200 
リンゴのスライス、メープルシロップ、レーズン添え 
 
 
ピーナッツバターとバナナのサンドウィッチ   1200 
ホールウィートトースト、季節のフルーツ添え

ベビースピナッチとチーズのオムレツ     1200 
フルーツサラダ添え

サンドウィッチ 
すべてのサンドウィッチにフライドポテトが付きます

トリプルデッカーサンドウィッチ    1700 
チキン、ハム、チーズ、トマト、きゅうり、レタス、オニオン 
 
ウェスティンクラブハウスサンドウィッチ    2100 
チキン、卵、ベーコン、トマト、レタス

ベジタブルサンドウィッチ    1700 
トマト、きゅうり、レタス、オニオン、スプラウト

ターキーBLTサンドウィッチ     2200 
ターキー、ベーコン、レタス、トマト

ビーフバーガー    3000 
ビーフパテ(220g)、ベーコン、トマト、レタス、オニオン 
お好みによりチェダーチーズを追加できます 
 
 
パスタとピザ 
トマトのアラビアータ・ペンネ    2100

ビーフボロネーゼ・スパゲティー   2300

ほうれん草ときのこの全粒粉のスパゲティー    2600

生ハム、バジル、モッツァレラ、トマトのピザ    1900

ランチ／ディナーメニュー
時間 11:00AM-10:00PM 
 
サーモンロースト アジア風   1900 
蕎麦とジンジャーソース添え 
 
 
チキンフィンガーズ    1400 
コーンフレークの衣焼き　スティック野菜添え 
 
 
グリルチキンの全粒粉パスタ トマトソース   1600 
トマトソース、ブロッコリー、ほうれん草 
 
白身魚のタコス   1600 

トマトとレタス、コーン、マンゴー　 
トマトサルサ添え 
 
ワイルドライスのシーフードピラフ   1700 
醤油風味 
 
ツナサラダサンドウィッチ   800 
 
アップルとフルーツサラダ     950 
 
レモン風味のコーンクッキーと 
３種のシャーベット   950

ランチ／ディナー
時間 11:00AM-10:00PM 
電話のサービスエキスプレスボタン(Service Express®)を押してご注文下さい。

お子様向けウェスティン イートウェルメニュー
おいしいだけでなく、栄養たっぷりのキッズミールをご用意しています。 
 「スーパーシェフ」の専門家チームと提携したウェスティンだけのお子様向けイートウェルメニューなら、 
お子様も、ご両親とともにご満足いただけることでしょう。 

食事制限やアレルギーがございましたらスタッフにお申し付けください。 
当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係の者にお尋ねください。 

スーパーフード（SuperfoodsRxTM) メニュー　 グルテンフリーメニュー　  豚肉を含んだ料理　  ベジタリアンのお客様向きのお料理 
唐辛子を使ったお料理　 スーパーシェフメニュー 

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。

食事制限やアレルギーがございましたらスタッフにお申し付けください。 
当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係の者にお尋ねください。 

スーパーフード（SuperfoodsRxTM) メニュー　 グルテンフリーメニュー　  豚肉を含んだ料理　  ベジタリアンのお客様向きのお料理 
唐辛子を使ったお料理　 スーパーシェフメニュー 

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。



スペシャリティー・ダイニング 広東料理「 龍天門 」

スペシャリティー・ダイニングのご注文は、各レストラン営業日のランチタイム11:30AM-3:00PM／ディナータイム 5:30PM-
9:00PMに限らせていただきます。電話のサービスエキスプレス ボタン(Service Express®)を押してご注文ください。 
通常のご案内時間より多めにお時間をいただきます。

前菜と点心 
錦繍富貴盤　焼き物と冷菜の盛り合わせ    3300 

素食拼盤　   いろいろ野菜の酢漬け    3300 

水晶鮮蝦餃　蒸し海老餃子(2個)    950 

蟹黄蒸焼売　豚肉と海老のシュウマイ(2個)    950 

脆皮炸春巻　春巻き(2本)    950 

スープ 

竹笙瑶柱羹　絹笠茸と干し貝柱入りスープ   2100 

蔬菜湯　       野菜のスープ    2100 

野菜と豆腐料理 
麻婆焼豆腐　マーボー豆腐     3300 

清炒什錦蔬　いろいろ野菜の炒め    3300 

肉・海鮮料理 

黒蒜和牛片　和牛モモ肉の黒にんにく炒め   5200 

菠蘿咕咾肉　酢豚    3700 

星州明蝦球　シンガポール風　海老のチリトマト煮込み 
     5000 

麺とご飯 
揚州精炒飯　五目チャーハン    2900 

福建炒飯　   五目あんかけチャーハン    2900 

海鮮炒麺　   海鮮つゆそば   4000 

蔬菜米粉　   野菜ビーフン    2900 

デザート 
杏仁凍豆腐　杏仁豆腐   1000 

椰汁西米露　タピオカのココナッツミルク   １400 

芒菓布丁　   マンゴープリン   １400 

 

 

 

 

メイン 
帆立貝のパンフライとグリーンべジタブルのソテー    3000 
 
サーモンのロースト レンズ豆の煮込み添え  

    3800 
 
鶏胸肉のローストと野菜のグリル   3700 
 
ハンバーグステーキセット   4300 
デミグラスソース 
パンまたは白飯 
グリーンサラダ、フライドポテト、コーンスープ 
※お好みでチーズ、ベーコン 、トマトを追加できます。 
 （追加料金:各250円）

ビーフステーキセット   6000 
フィレまたはサーロイン 
赤ワインソース 
パンまたは白飯 
グリーンサラダ、フライドポテト、コーンスープ 
 
 
オリエンタルメニュー 
ハイナンチキンライス   2800 
ローストまたはスチームチキンよりお選びください。 
 
カレーライス   2800 
ビーフまたはチキンよりお選びください。 
 
グルテンフリー・ベジタリアン・カレー       2800 
 
冷麺　(7～9月限定)     2200 
 
鍋焼きうどん (11月～2月限定)    2600

和食セットメニュー 
おにぎりセット    2000 
おにぎり3種―鮭、たらこ、梅   豚汁、漬物 
 
お茶漬けセット    2500 
いくら、塩鮭とたらこ添え、豚汁、漬物 
 

 

サイドディッシュ 
フライドポテト   800 

ミックスベジタブルのソテー      800 

温野菜 オリーブオイル添え      800 
 
 
スナックメニュー 
フィッシュアンドチップス   1700 

ミックスナッツ   800 

ポテトチップス   550 
 
 
デザート 

ショートケーキまたはチョコレートケーキ   800 

アイスクリームまたはシャーベット    800 

アソートチョコレートとドライフルーツ    1600 

フルーツ盛り合わせ    2400 

ベリーの盛り合わせ     1900 

和風フレンチトースト   1800　

ランチ／ディナー
時間 11:00AM- 10:00PM 
電話のサービスエキスプレスボタン(Service Express®)を押してご注文下さい。

食事制限やアレルギーがございましたらスタッフにお申し付けください。 
当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係の者にお尋ねください。 

スーパーフード（SuperfoodsRxTM) メニュー　 グルテンフリーメニュー　  豚肉を含んだ料理　  ベジタリアンのお客様向きのお料理 
唐辛子を使ったお料理　 スーパーシェフメニュー 

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。

食事制限やアレルギーがございましたらスタッフにお申し付けください。 
当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係の者にお尋ねください。 

スーパーフード（SuperfoodsRxTM) メニュー　 グルテンフリーメニュー　  豚肉を含んだ料理　  ベジタリアンのお客様向きのお料理 
唐辛子を使ったお料理　 スーパーシェフメニュー 

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。



スリープウェルメニュー
よりよい休息と健康促進のために、就寝の1～2時間前にスーパーフードRxTMをお召し上がりください。 
電話のサービスエキスプレスボタン(Service ExpressⓇ)を押してご注文下さい。

ポーチドエッグ　アスパラガス、スナップエンドウ、 
しいたけ添え   1700 
 

オートミールタブーリ   1700 

 

グリーンサラダ   2200

無脂肪ヨーグルト　グラノーラとくるみ添え   950 
 

ペパーミントリーフ   1100 
リラクゼーションと質の良い睡眠を促進できるように独自 
ブレンドされた、カフェインフリーのアロマハーバルティー
でお寛ぎ下さい。

旅先での時差や疲労の回復には、質のよい睡眠をとることが大切です。 
スーパーフードRxTMの専門家が推奨する快眠を促すメニューをご用意いたしました。 
以下のアミノ酸、ビタミン、ミネラル等が含まれています。

トリプトファン
睡眠を促進するセロトニンの分泌を促します。

メラトニン
睡眠サイクルをリセットし、時差による疲労を回復し、
睡眠の質を高めます。

チアミン
睡眠のリズムを整えるのに重要なビタミンBを補
います。 
 

マグネシウム　カリウム 
睡眠を促進し、不眠症を防止する効果のある電解
質を補います。 
 
葉酸 
睡眠を促進し、日中の疲労を回復します。

セロトニン
リラックス効果があり、睡眠を促進します。

スペシャリティー・ダイニング 日本料理「 舞 」

スペシャリティー・ダイニングのご注文は、各レストラン営業日のランチタイム11:30AM-3:00PM／ディナータイム 5:30PM-
9:30PMに限らせていただきます。電話のサービスエキスプレス ボタン(Service Express®)を押してご注文ください。 
通常のご案内時間より多めにお時間をいただきます。

単品 
和風サラダ    1100 

野菜のお浸し   1000 

野菜の炊き合せ   1500 

焼き魚   2600 

ヒレカツ（５個）    3000 

天麩羅盛り合わせ   3500 
海老 ３本、野菜 5種 

炙り物セット   3500 
カラスミ、シシャモ、イカ 

刺身盛り合わせ（お造り5点）   4000 

寿司 
寿司A   13000 
握り寿司10貫、味噌汁 
 
寿司B   11000 
握り寿司7貫、味噌汁 
 
ちらし寿司   7100 
ちらし寿司、味噌汁 
 
カリフォルニアロール寿司   4100 
カリフォルニアロール、味噌汁

セットメニュー 
天丼セット   4200 
天丼、味噌汁、香の物、デザート 
 
ヒレカツセット    3800 
ヒレカツ、白飯、味噌汁、サラダ、香の物、デザート 
 
うな丼セット   7600 
うな丼、味噌汁、香の物、デザート 
 
焼き魚定食   3500 
焼き魚、白飯、味噌汁、香の物、デザート 
 
お刺身定食   5000 
お刺身、白飯、味噌汁、香の物、デザート 
 
松花堂弁当   5400 
刺身、煮物、焼き物、揚げ物、白飯、味噌汁、香の物、デザート 
 
会席   11000 
先付け、刺身、焼き物、揚げ物、煮物、食事、水菓子

 

 

 

食事制限やアレルギーがございましたらスタッフにお申し付けください。 
当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係の者にお尋ねください。 

スーパーフード（SuperfoodsRxTM) メニュー　 グルテンフリーメニュー　  豚肉を含んだ料理　  ベジタリアンのお客様向きのお料理 
唐辛子を使ったお料理　 スーパーシェフメニュー 

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。

食事制限やアレルギーがございましたらスタッフにお申し付けください。 
当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係の者にお尋ねください。 

スーパーフード（SuperfoodsRxTM) メニュー　 グルテンフリーメニュー　  豚肉を含んだ料理　  ベジタリアンのお客様向きのお料理 
唐辛子を使ったお料理　 スーパーシェフメニュー 

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。



深夜メニュー
時間 10:00PM-6:00AM 電話のサービスエキスプレスボタン(Service ExpressⓇ)を押してご注文下さい。

アペタイザー 

モッツァレラチーズとトマト、ルーコラのサラダ  
バジリコとレモン風味      1800 
 
ミックスグリーンサラダ       1500 
ハニーシャンパンドレッシング

輸入チーズ盛り合わせ    3000 
 
漬物盛り合わせ   1300 

スープ 
スイートコーンスープ   1100 
 
ミネストローネスープ      1500 

パスタ 
トマトのアラビアータ・ペンネ    2100 
 
ビーフボロネーゼ・スパゲティー   2300 

サンドウィッチ 
トリプルデッカーサンドウィッチ    1700 
チキン、ハム、チーズ、トマト、きゅうり、レタス、オニオン

ベジタブルサンドウィッチ    1700 
トマト、きゅうり、レタス、オニオン、スプラウト

シリアル 

シリアル   800 
コーンフレーク、グルテンフリーシリアル  
オールブラン、玄米フレーク 
またはドライミューズリーよりお選びください。 
 
 
オリエンタルメニュー 

カレーライス   2800 
ビーフまたはチキンよりお選びください。

グルテンフリー・ベジタリアン・カレー      2800 

ラーメン    1900 
チキンスープ、醤油風味、豚肉の煮込み
煮玉子、チンゲン菜、もやし 
 

冷麺(7～9月限定)    2200 

 

鍋焼きうどん(11月～2月限定)    2600 

 
 
 

和食メニュー 
おにぎりセット    2000 
おにぎり3種―鮭、たらこ、梅
豚汁、漬物 
 
お茶漬けセット    2500 
いくら、塩鮭とたらこ添え
豚汁、漬物 

オールデイブレックファスト 

お好みの卵料理(卵2個)     1900 
目玉焼き、プレーンオムレツ、ポーチドエッグ、 
スクランブルエッグ、ゆで卵よりお選びください。 
 
ベーコン、ハムまたはソーセージ 
 
ハッシュブラウン、グリルドトマト 
ほうれん草のソテーと温野菜

デザート 

アイスクリームまたはシャーベット    800 

 

アソートチョコレートとドライフルーツ    1600 

 

フルーツ盛り合わせ    2400 

 

ベリーの盛り合わせ     1900 

 

和風フレンチトースト   1800

深夜メニュー
時間 10:00PM-6:00AM 電話のサービスエキスプレスボタン(Service ExpressⓇ)を押してご注文下さい。

食事制限やアレルギーがございましたらスタッフにお申し付けください。 
当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係の者にお尋ねください。 

スーパーフード（SuperfoodsRxTM) メニュー　 グルテンフリーメニュー　  豚肉を含んだ料理　  ベジタリアンのお客様向きのお料理 
唐辛子を使ったお料理　 スーパーシェフメニュー 

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。

食事制限やアレルギーがございましたらスタッフにお申し付けください。 
当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係の者にお尋ねください。 

スーパーフード（SuperfoodsRxTM) メニュー　 グルテンフリーメニュー　  豚肉を含んだ料理　  ベジタリアンのお客様向きのお料理 
唐辛子を使ったお料理　 スーパーシェフメニュー 

上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。



お飲み物
時間 24時間　　電話のサービスエキスプレスボタン(Service Express®)を押してご注文下さい。

赤ワイン 
デ ボルトリ ファミリー セレクション シラーズ カベルネ 
オーストラリア 
グラス   850 
ボトル   4200 

リカゾーリ キャンティ クラシコ 
イタリア 
グラス   1500 
ボトル   6900 

シャトー サンミシェル インディアン ウェールズ 
カベルネ ソーヴィニョン 
アメリカ 
グラス   1900 
ボトル   8700 
 
シャトー フェラン ルージュ 
フランス 
グラス   2100 
ボトル   9800 
 
ヤンガラ エステート オールド ヴァイン グルナッシュ 
オーストラリア 
グラス   2700 
ボトル   12700 

デザートワイン 
デ ボルトリ ノーブル ワン(375ML) 
オーストラリア 
グラス   2000 
ボトル   9200 
 

シャンパン 

ルイ ロデレール　ブリュット　プルミエ 
シャンパーニュ、フランス 
ボトル   15000 
 
モエ エ シャンドン モエ アンペリアル 
シャンパーニュ、フランス 
ハーフボトル   8300 
 
モエ エ シャンドン ロゼ アンペリアル    
シャンパーニュ、フランス 
ハーフボトル   11500 
ボトル   19000 
 
キュヴェ ドン ペリニョン 
シャンパーニュ、フランス 
ボトル   39500  
 
 
 
スパークリングワイン 
ミッシェル スパークリング ブリュット    
アメリカ 
グラス   1300 
ボトル   6900 

白ワイン 
デ ボルトリ ファミリー セレクション セミョン シャルドネ 
オーストラリア 
グラス   850 
ボトル   4200 

トレス パッゾ ダ ブルサス アルバリーニョ 
スペイン 
グラス   1500 
ボトル   6900 

シャブリ ウイリアム フェーヴル 
フランス 
グラス   1800 
ボトル   7900 

シャトー フェラン ブラン 
フランス 
グラス   2100 
ボトル   9800 
 
フリーマーク アビー シャルドネ 
アメリカ 
グラス   2700 
ボトル   12700 

お飲み物
時間 24時間　　電話のサービスエキスプレスボタン(Service Express®)を押してご注文下さい。

食事制限やアレルギーなどがございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
上記の料金にサービス料13%と税金が加算されます。

食事制限やアレルギーなどがございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
上記の料金にサービス料13%と税金が加算されます。



お飲み物
時間 24時間　　電話のサービスエキスプレスボタン(Service Express®)を押してご注文下さい。

ソフトドリンク 
フレッシュフルーツジュース   1200 
オレンジまたはグレープフルーツよりお選びください。 

ジュース    800 
オレンジ、グレープフルーツ、アップル、クランベリー 
グアバ、ライチ、トマト、キャロットまたはベジタブルより 
お選びください。 

シェイク   1500 
バニラ、ストロベリーまたはチョコレートより 
お選びください。 

スムージー   1500 
ブルーベリー、ストロベリーまたは抹茶より 
お選びください。 
 
牛乳   800 
牛乳、低脂肪牛乳または、無脂肪牛乳より 
お選びください。 
 
豆乳   800 
 
チョコレートドリンク   1100 
ホットまたはアイスよりお選びください。 
 
富士ミネラルウォーター   800 
 
エビアン   850 
 
ペリエ   850
 
サンペレグリノ   850 
 
ソーダウォーター   800 
 
トニックウォーター   800 
 
コカコーラ   800 
 
ノンカロリーコカコーラ   800 
 
ジンジャエール   800

コーヒー／紅茶 
コーヒー   1000 
 
カフェインフリーコーヒー   1000 
 
エスプレッソ   1000 
 
カフェオレ   1100 
 
カフェラテ   1100 
 
カプチーノ   1100 
 
アイスコーヒー   1100 
 
アイスカフェオレ   1100 
 
アイスウーロン茶   750 
 
煎茶   1100 
 
 
JING TEA <ジン ティー> 
JINGは、イギリス・香港を拠点とする製茶ブランドです。 
高級茶葉を産地にて真空包装し、品質と新鮮さを保つよう
精製されています。北京語で「欠かすことの出来ない基礎」
という意味を持つJING。ウェスティン ホテル＆リゾートで
は、JING TEAをお客様の心身の安らぎや健康をサポート
するお茶として推奨しています。  
 
ジャスミンパール   1600 
 
ペパーミントリーフ   1100 
 
アールグレー   1100 
 
イングリッシュブレックファスト   1100 
 
ダージリンセカンドフラッシュ   1600 
 
ライチブラック (アイスティー)   1100

国産ビール 

生ビール(スナック添え)   1500 
 
エビス   1250 
 
アサヒ スーパー ドライ   1250 
 
サントリー プレミアムモルツ   1250 
 
輸入ビール 
コロナ(メキシコ)   1350 
 
ハイネケン(オランダ)   1350 
 
ギネス(アイルランド)   1350 
 
カクテル 
モスコミュール   1400 
 
スクリュードライバー   1400 
 
ジントニック   1400 
 
ジンバック   1400 
 
ウィスキー 
シーバスリーガル 12年 
グラス   1600 
ボトル   28800 
 
マッカラン 12年    
グラス   2900 
ボトル   51800 
 
響 17年     
グラス   3400 
ボトル   58700 
 
20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。 
 
スカイラウンジ「コンパスローズ」の営業時間内(4:00PM-
0:30AM）は上記以外のカクテルもご注文いただけます。 
詳しくはサービスエキスプレスまでお問い合わせください。

ウォッカ 
スミノフ    
グラス   1300 
ボトル   19200 
 
ジン 
ボンベイ サファイア    
グラス   1400 
ボトル   20900 
 
ラム 
ハバナ クラブ    
グラス   1250 
ボトル   20700 
 
焼酎 
吉四六(麦)     
グラス   1300 
ボトル   13500 
 
庵千貫(芋)     
グラス   1250 
ボトル   12700 
 
日本酒 
上選 菊正宗    
グラス   1400 
 
八海山  
グラス   2100 
 
梅酒 
白鶴   
グラス   850 
ボトル   5900 
 
 
お好みに応じて、ミネラルウォーター、トニックウォーター、ソーダ 

（各250円）やフレッシュジュース（各450円）などお持ちいたします。
他にも、アルコールにミックスできるお飲物を各種ご用意して 
おります。 

お飲み物
時間 24時間　　電話のサービスエキスプレスボタン(Service Express®)を押してご注文下さい。

食事制限やアレルギーなどがございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
上記の料金にサービス料13%と税金が加算されます。

食事制限やアレルギーなどがございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
上記の料金にサービス料13%と税金が加算されます。


