
インルームダイニング

ランチ＆ディナーメニュー
11:00 - 23:00

（ラストオーダー 22:30）

サラダ･スターター  |  スープ

スナック・小皿料理

ピザ / パスタ / バーガー / サンドウィッチ

メインメニュー  |  デザート  |  お子様メニュー



スイスネス
こちらの料理（または料理の一部）は、スイスの伝
統的なレシピに基づいて調理されているもの、も
しくはスイスの食材を使ってご用意しております。

ポーク使用
こちらの料理は、豚肉および豚製品を使用して調
理しております。必ずしも豚肉そのものが含まれ
ているというわけではありません。

ベジタリアン
バランスのとれたラクト・オボ・ベジタリアン（乳
卵菜食）は栄養学的に優れており、ビタミン、ミネ
ラル、抗酸化物質が豊富です。このマークがある
料理は肉、魚、及び家禽類（鶏、七面鳥、アヒル、ガ
チョウ等）を使用していないことを保証します。た
だし、卵、乳製品、ハチミツは使用している場合が
あります。

ヴィーガン
こちらの料理は、動物性食品を召し上がらないお
客様に最適です。美味しく栄養満点の料理をご用
意しております。
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24 時間ご注文可能
こちらの料理は24時間ご注文を承ります。

食べて、飲んで、ハッピーになれるバイタリティー
料理は味覚、栄養の両方を十分に満たし、ご堪能
いただける料理です。美味しく栄養満点、バリエー
ション豊富なメニューからお選びください。1 日の
栄養バランスを保つために、栄養価の情報も記載
しています。

･ 記載料金には13%のサービス料と10%の消費税
が含まれております。

･ 記載内容は予告なく変更する場合がございます。

･ 食物アレルギー（グルテン、乳製品･ラクトースな
ど） をお持ちのお客様は、あらかじめお申し付け
ください。 

インルームダイニングのご注文は
短縮ダイヤル “スイスサービス” 

にて承ります。



サラダ･スターター

2,150

ロメインレタス、ルッコラ、アスパラガス、キュウリ、
チェリートマト、レモンドレッシング
タンパク質1.1% | 脂質 28.1g | 炭水化物3.7% | カロリー308.5 Kcal

2,250

ロメインレタス、ベーコンビッツ、クルトン、卵、
シーザードレッシング

2,250

ロメインレタス、マッシュルームのソテー、玉ねぎ、
ガーリック、フレッシュハーブ、シーザードレッシング

グリーンサラダ

シーザーサラダ

ビーガンシーザーサラダ



3,250

スモークサーモン、ロメインレタス、
ガーリッククルトン、パルメザンチーズ、
シーザードレッシング

3,000

グリルチキン、ロメインレタス、ガーリッククルトン、
パルメザンチーズ、シーザードレッシング

スモークサーモンシーザーサラダ

グリルチキンシーザーサラダ



モッツァレラ、トマトのマリネ、オリーブ、
ロメインレタス、プロシュート、冷やしそば、
スモークサーモンサラダ

2,500 

2,750

フォカッチャ、レッドオニオンリング、ルッコラ、
ケッパーのピクルス、レモン　サワークリーム添え

タンパク質5% | 脂質 22g | 炭水化物 4% | カロリー317 Kcal

“スイスホテル” バイタリティプラッター

スモークサーモン プラッター



スープ

1,750

玉ねぎ、人参、セロリ、じゃが芋、バルサミコ酢

1,900
クリーム、ジン、バジルクルトン

タンパク質4.8% | 脂質 0.4g | 炭水化物19.6% | カロリー128.5 Kcal

レンズ豆のスープ

トマトスープ 



2,000

2,650

2,650

人参、玉ねぎ、牛肉

野菜のかき揚げ　かつおだし

ワンタン（豚･海老）、チンゲン菜、青ねぎ

“スイスホテル” 大麦のスープ

うどん

ワンタン汁そば



スナック・小皿料理

1,150

1,500

1,500

1,500

マヨネーズ、ケチャップ

マヨネーズ

ケイジャンマヨネーズ

サワークリーム、ワカモレ、トマトサルサ

フレンチフライ

鶏肉の唐揚げ

ステーキハウスカットポテトフライ
ケイジャン風味

コーンチップとディップ



1,650 
スイートチリソース

ミニ野菜春巻6 個



海老蒸し餃子2個、豚肉入りシュウマイ2個
叉焼包2個
薬味、ラー油、醤油
苦手な食材等は変更可能です。お気軽にお申し付けください。

点心盛り合わせ

1,900



2,000
ピーナッツディップソース

アーモンド、ピスタチオ、ヘーゼルナッツ

チキンサテー6本

3種のスイスチョコレート

2,250



2,400
タルタルソース、ビネガー

キドニービーンズ、玉ねぎ、パプリカ、
メキシカンスパイス
サワークリーム、ワカモレ、トマトサルサ、
トルティーヤチップ　

フィッシュアンドチップス

チリコンカン

3,150



ピザ / パスタ / バーガー / 
サンドウィッチ

2,400

2,400

グリーンサラダ添え

グリーンサラダとステーキハウスカットポテトフライ
添え、ナスのグリル ケイジャン風味、キュウリ、
ひよこ豆

ブラックペッパーハムとスイスチーズの
フィンガーサンドウィッチ

ナスとフムスのサンドウィッチ



3,250

グリーンサラダとステーキハウスカットポテトフライ
添え
グリルチキン、ベーコン、目玉焼き、グリーンレタス、
トマト、マヨネーズ

“スイスホテル”クラブサンドウィッチ



4,350

2,900

2,400

グリーンサラダとポテトフライ添えベーコン、スイス
チーズ、レタス、トマト、キュウリのピクルス

アップルソース

オリーブ（グリーン・ブラック）、ケッパーのピクルス、
ガーリック、エクストラバージンオイル

“スイスホテル” バーガー 180g

スイス風マカロニボロネーゼ

プッタネスカ



3,000

2,500

2,500

ミートソース、モッツァレラ、バジルソース

トマト、水牛のモッツァレラ、フレッシュバジル

トマト、ズッキーニのグリル、ナスのグリル、
ガーリック、ローズマリー、タイム

ラザニアボロネーゼ

マルゲリータ

ビーガンピザ



3,000

イタリア産サラミ、モッツァレラ、フレッシュバジル、
トマトソース

サラミのピザ



メインメニュー

3,000

3,650 

3,650

揚げ野菜、ピクルス、ライス付き

ビーツピクルスのソース、アスパラガス、ライス付き

ピクルス、ライス付き

ビーフカレー

野菜カレー

豆腐の天ぷら



3,650
タンパク質6.1% | 脂質50.7g | 炭水化物 4.3% | カロリー828.1 Kcal

タンパク質8.2% | 脂質 37.8g | 炭水化物 0.7% | カロリー535.1 Kcal

ハチミツ入り人参のグラッセ、お好みのソースと
サイドディッシュ各1種
パンとバター付き

アスパラガス、お好みのソースとサイドディッシュ各1種
パンとバター付き

鶏胸肉のソテー

サーモンのソテー ハーブレモンバター

4,150



6,850

ほうれん草のクリームソテー、お好みのソースと
サイドディッシュ各1種
パンとバター付き

外国産牛フィレステーキ　200g

サイドディッシュ･追加オプション



750

750

600

750

900

900

750

1,000

1,000

仔牛の出し汁に赤ワインを加えて煮詰めた定番の
ソース

ハチミツ、バター、タイム

フレッシュハーブとレモンのバター

オリーブオイル、フレッシュハーブ

唐辛子とミントのチャツネ、ニンニク、生姜風味の
スパイシーなグリーンソース

ニンニク、玉ねぎ、クリーム少量

バター、ナツメグ

赤ワインソース

人参のグラッセ

ご飯

ハーブレモンバター

地中海野菜のソテー

フレンチフライ

チミチュリ

ほうれん草のクリームソテー

マッシュポテト



1,750

デザート

1,900

クリームチーズとキャラメルナッツ添え

スイスチョコレート使用　フレッシュベリー添え

“スイスホテル” キャロットケーキ

ティラミス



2,000

2,400

タンパク質1.9% | 脂質 0.3g | 炭水化物 25.4% | カロリー140 Kcal

ホワイトスイスチョコレート、フレッシュベリー、スト
ロベリーソース、バニラホイップクリーム

“スイスホテル” チーズケーキ

スライスフルーツプラッター



1,650

750

お子様メニュー

900

900

タンパク質0.5% | 脂質 27.8g | 炭水化物2.1% | カロリー280.5 Kcal

ロメインレタス、ルッコラ、アスパラガス、キュウリ、
チェリートマト、レモンドレッシング 

スイートチリソース

ピーナッツディップソース

バジルクルトン　ライス入り

グリーンサラダ（お子様サイズ）

ミニ野菜春巻3個（お子様サイズ）

チキンサテー3本（お子様サイズ）

トマトスープ



2,500
タンパク質6.0% | 脂質 29.7g | 炭水化物2.3% | カロリー478.5 Kcal

グレービーソース
ハチミツ入り人参のグラッセとマッシュポテト添え

鶏胸肉のソテー（お子様サイズ）


