A la Carte
アラカルト
11a.m. － 10:30p.m.

Appetizer
前菜
Bonito Carpaccio
カツオのカルパッチョ
Herb, Pickled Onion, Colatura di Alici
ハーブと玉葱 コラトゥーラディアリーチ

2,100

Salad
サラダ
Chef’s Salad
22 1,800
シェフズサラダ
Seafood, Chicken, Bacon, Egg, Mix Leaf, Tomato, Onion, Cucumber
Cheese, Balsamic Dressing
シーフード チキン ベーコン 玉子 ミックスリーフ トマト
玉葱 胡瓜 チーズ バルサミコドレッシング
Caesar Salad
シーザーサラダ
Romain Lettuce, Bacon, Anchovy, Grana Padano, Crouton
ロメインレタス ベーコン アンチョビ グラナパダーノ
Salad with Fresh Fruit
野菜とフルーツのサラダ
Cream Cheese, Strawberry, Dragon Fruit,
Pineapple, Mini Tomato, Okura, Young Corn, Mix Leaf
クリームチーズ 苺 ドラゴンフルーツ パイナップル
ミニトマト オクラ ヤングコーン ミックスリーフ

22 1,950
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wwwww m e

クルトン
1,800

me

Soup
スープ
Gratinated Onion Soup
オニオングラタンスープ

22 1,700

wwwww m

221,900

wwwww m e

222,600
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3,000
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Sandwich and Burger
サンドイッチ ハンバーガー
Assorted Finger Sandwiches
Egg, Tomato and Lettuce, Ham and Cheese
ミックスフィンガーサンド
玉子 トマトとレタス ハムとチーズ
Classic Club Sandwich
French Fries, Coleslaw
クラシッククラブサンドイッチ
フレンチフライポテト コールスロー

S Omi Beef Cheese Burger
French Fries, Coleslaw
近江牛チーズバーガー
フレンチフライポテト

コールスロー

The S mark indicates Chef’s signature item.
メニューに表記しております S はシェフのお薦めの料理を表記しております。

w = 小麦/wheat p = 落花生/peanuts m = 乳/milk e = 卵/eggs b = そば/buckwheat c = かに/crab s = えび/shrimp
Kindly let us know if you have any food allergies or dietary requirements.
食材などにアレルギーのあるお客様は、サービススタッフにお申し出ください。
Kindly ask our Ladies & Gentlemen should you wish to know more details about the source of our ingredients.
また、食材の産地については、サービススタッフにお尋ねください。
All Prices are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% service charge.
表記料金は日本円で、別途消費税・サービス料 15％を加算させていただきます。
Japanese rice. / 国産米を使用
＊Menu items or products may change based on the availability of ingredients.
＊入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。
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Main
メイン
“Omrice,” Omelet with Tomato Flavored Fried Rice and Chicken
チキンオムライス

222,350
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Gratinated Seafood and Butter Rice Doria
シーフードドリア

222,450
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Beef Pilaf with Beef Skewer
ビーフピラフと串焼きビーフ

222,600
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Beef Curry
ビーフカレー

222,600
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222,350
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Deep-fried Chicken, French Fries
フライドチキン フレンチフライポテト

222,150
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Mixed Nuts
ミックスナッツ

22 800
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Assorted Chocolates, 5 Pieces
チョコレート 5 個

221,600
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Assorted Macaroons, 3 Pieces
マカロン 3 個

22900

Snack
スナック
Assorted Cheese with Dried Fruits
チーズの盛り合わせ ドライフルーツを添えて

wwwww m e

Dessert
デザート
Ice Cream
アイスクリーム

22 900
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Pudding a la Mode
プリンア・ラ・モード

221,500

wwwww m e

Fruit Parfait
フルーツパフェ

221,800
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221,150
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221,250

wwwww p m e

S The Ritz-Carlton Chocolate Cake

ザ・リッツ・カールトンチョコレートケーキ
Cake of the Day
ケーキセレクション

The S mark indicates Chef’s signature item.
メニューに表記しております S はシェフのお薦めの料理を表記しております。

w = 小麦/wheat p = 落花生/peanuts m = 乳/milk e = 卵/eggs b = そば/buckwheat c = かに/crab s = えび/shrimp
Kindly let us know if you have any food allergies or dietary requirements.
食材などにアレルギーのあるお客様は、サービススタッフにお申し出ください。
Kindly ask our Ladies & Gentlemen should you wish to know more details about the source of our ingredients.
また、食材の産地については、サービススタッフにお尋ねください。
All Prices are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% service charge.
表記料金は日本円で、別途消費税・サービス料 15％を加算させていただきます。
Japanese rice. / 国産米を使用
＊Menu items or products may change based on the availability of ingredients.
＊入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。
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