
R O O M  S E R V I C E

ザ・ペニンシュラ東京は、ナチュラリー ペニンシュラの理念に基づき
多種多様かつサステイナブルな日本の食材をご紹介しております。

人工甘味料や防腐剤、精糖をできるだけ使わず
日本のこの土地で収穫されたフルーツや野菜、継続的に供給可能な魚介類、

有機食材やフェアトレードによる食材の提供に努めています。
 

また、岐阜県高山市と千葉県にあるパートナー農園や
市場から届く新鮮な食材もご用意しております。

 
お客様の健康をサポートするお料理の数々をお楽しみください。



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

お子様向けメニュー
朝食

24 時間ご利用いただけます

001 バターミルクパンケーキとベリーコンポート ¥1,200

002 フレンチトースト  
 キャラメルバナナ、メープルシロップ、ヌテラと共に ¥1,200

003 スクランブルエッグ チキンソーセージとハッシュブラウンポテト添え ¥1,400

004 オーガニックオートミール バナナとリンゴ入り ¥900

オールデイ・ダイニング
11:00 – 23:00

005 コーンスープ ¥1,200

006 マカロニ チーズまたはボロネーゼ ¥1,600

007 ミニバーガー フレンチフライ添え ¥1,800

008 オムライス フレンチフライ添え ¥1,800

009 小さなうどん ¥1,000

010 チキンナゲット フレンチフライ添え ¥1,600

良い子のごほうび

011 ミルクシェイク ¥1,100
 バナナチョコレート、ミックスベリー、フルーツミックス

012 お子様マンゴープリン ¥900

013 バナナスプリット バニラアイスクリーム、チョコレートチップクッキー添え ¥1,200

014 ミロ ¥700

離乳食のご用意がございます。ご希望の際はルームサービスまでご相談ください。



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

キャビア ＆ シャンパン
11:00 – 23:00

フランス産キャビアのトップブランド 
「Caviar de Neuvic（キャビア・ドゥ・ニューヴィック）」の 

バエリ種チョウザメのキャビアは、バランスの良い塩味とクリーミーな舌触り 
そして繊細で上品な味わいをお楽しみいただけます。

015 フランス産 ザ・ペニンシュラ東京キャビア（50g） ¥19,000
 ブリオッシュ、クレームフレーシュ、チャイブス
 エシャロット、タマゴサラダ、北海道興部町産バターと共に

ソムリエセレクション

 グラス ハーフボトル フルボトル

シャンパン-ブリュット

016 ドン・ペリニヨン ブリュット ¥5,200 ¥30,000

017 ザ・ペニンシュラシャンパン ドゥーツ ¥2,900 ¥9,000 ¥17,000

018 ルイ・ロデレール ブリュット・クリスタル ¥69,000

シャンパン-ブラン・ド・ブラン

019 デュラモット・ブリュット ブラン・ド・ブラン ¥21,000

020 サロン・ブリュット ブラン・ド・ブラン ¥160,000

021 クリュッグ・ブリュット クロ・デュ・メニル ¥238,000
 ブラン・ド・ブラン

シャンパン- ロゼ

022 ローラン・ペリエ キュヴェ・ロゼ・ブリュット ¥24,000

023 ドゥーツ ブリュット ロゼ ¥24,000

024 ドン・ペリニヨン ロゼ ¥98,000

025 クリュッグ ブリュット ロゼ  ¥52,000 ¥120,000



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

スナック
11:00 – 23:00

026 季節の野菜スティック ¥1,500
 アボカドディップ 

027 ファラフェル ¥1,600
 ひよこ豆のコロッケ、ヨーグルトソース 

028 イカとエビのフライ ¥1,800
 タルタルソース

029 ケイジャンフライドチキン ¥1,600
 スパイシーフライ

030 9 種のプレミアムナッツとシード ¥3,600
 ヘーゼルナッツ、ピーカン、カシュー、マカダミア、アーモンド、 
 ピスタチオ、パンプキンシード、サンフラワーシード、コーン

031 シーソルト ポップコーン ¥1,600

032 ホームメイド 抹茶グラノーラバー ¥1,200
 オーガニックオーツ、ドライフルーツ、ナッツ

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

朝食
033  ザ・ペニンシュラ ブレックファスト

24時間ご利用いただけます

各アイテムよりお好みのメニューをお選びください。
ジュース：オレンジ、グレープフルーツ、クランベリー、アップル 

キャロット、トマトまたは野菜
焼きたてパンバスケット（クロワッサン、デニッシュ）

または
トーストセレクション（サワードウ、ホワイト、全粒粉、多穀） 

バター、ジャム、蜂蜜、ヌテラ 
ベジマイト、カヤジャム、ピーナッツバターと共に

または
北海道興部町産プレーンヨーグルトとフレッシュベリー、蜂蜜と共に

卵料理をお好みの調理法で 
（目玉焼き、スクランブル、ポーチ、ゆで卵、オムレツ） 

ベーコン、ハム、ポークまたはチキンソーセージ添え
または

クラシック フレンチトースト、ドライチェリー ヌテラ添え
季節のフルーツ

コーヒーまたは紅茶

¥4,800

034  ナチュラリーペニンシュラ ブレックファスト
24時間ご利用いただけます

各アイテムよりお好みのメニューをお選びください。
ジュース：オレンジ、グレープフルーツ、クランベリー、アップル 

キャロット、トマトまたは野菜
北海道興部町産プレーンヨーグルトとフレッシュベリー 蜂蜜と共に

スーパーフードボウル
キヌア、ワイルドライス、スペルト、亜麻仁シード、アボカド、ブロッコリー、

トマト、ポーチドエッグ、チアシードドレッシング
または

ほうれん草入りオープンオムレツ 
リコッタチーズ、リーフサラダ、トマト、レモンドレッシング添え

季節のフルーツ
コーヒーまたは紅茶

¥4,800



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

035  コンチネンタル ブレックファスト
24時間ご利用いただけます

各アイテムよりお好みのメニューをお選びください。
ジュース：オレンジ、グレープフルーツ、クランベリー、アップル 

キャロット、トマトまたは野菜
焼きたてパンバスケット（クロワッサン、デニッシュ） 

または 
トーストセレクション（サワードウ、ホワイト、全粒粉、多穀） 

バター、ジャム、蜂蜜、ヌテラ 
ベジマイト、カヤジャム、ピーナッツバターと共に

コーヒーまたは紅茶

¥3,500

036  和朝食
6:00 – 11:00

ジュース：オレンジ、グレープフルーツ、クランベリー、アップル 
キャロット、トマトまたは野菜

季節野菜
小鉢各種

本日の焼き魚
お味噌汁
白御飯

季節のフルーツ
コーヒーまたは日本茶

¥4,800

037  中華粥と点心の朝食
6:00 – 11:00

イプ点心師特製の点心 海老蒸し餃子とチャーシュー入り饅頭
海鮮中華粥 プーアール茶で煮込んだ卵添え

鶏肉ともやし入り醤油焼きそば
ロンジン茶またはプーアール茶

¥4,800

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15% が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

ナチュラリー ペニンシュラ メニューは、天然で栄養価の高い食材を使用した
お客様の健康をサポートするお料理です。

ジュース＆スムージー

038 ジュース ¥1,400
 オレンジ、グレープフルーツ、クランベリー、アップル
 キャロット、トマトまたは野菜 

039 ショウガとスパイスのブースター ¥1,500
 パイナップル、キャロット、クコの実、ショウガ、ターメリック 
 ライム、オレンジ

040 エバーグリーン エナジーブースター ¥1,500
 リンゴ、ほうれん草、レモン、きゅうり、セロリ、ミント 

041 ベリーと豆乳のブースター ¥1,500
 苺、ラズベリー、ブルーベリー、ミント、豆乳

フルーツ

042 季節のフルーツプレート ¥2,700

043 フレッシュベリー ¥2,300

044 静岡県産カットマスクメロン ¥1,900

045 スライスマンゴー ¥1,700

046 ハーフパパイヤ ¥1,700

047 カットパイナップル ¥1,200



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15% が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

ナチュラリー ペニンシュラ メニューは、天然で栄養価の高い食材を使用した
お客様の健康をサポートするお料理です。

ヨーグルト & シリアル

048 北海道興部町産プレーンヨーグルト ¥1,200

049 トラディショナル バーチャミューズリー ¥1,600
 ヨーグルト、オーツ、フルーツ、ナッツ 

050 オートミール  ¥1,600
 レーズン、季節のベリーまたはバナナ添え

051 八ヶ岳産グラノーラ ¥1,600
 ヨーグルト、ナッツ、ベリー添え 
 ( グルテンフリーのご用意もございます )

052 シリアル各種 ¥1,500
 コーンフレーク、十穀シリアル、レーズンブランまたはオールブラン
 牛乳、低脂肪乳、無脂肪乳または豆乳
 カットフルーツ、季節のベリーまたはバナナの追加 各 ¥300

パン各種

バター、ジャム、蜂蜜、ヌテラ 
ベジマイト、カヤジャム、ピーナッツバターと共に

053 クロワッサン、デニッシュ、サワードウ、ホワイトトースト 各 ¥400 
 全粒粉トースト、多穀トースト

054 グルテンフリーブレッド ¥400



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15% が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

ナチュラリー ペニンシュラ メニューは、天然で栄養価の高い食材を使用した
お客様の健康をサポートするお料理です。

ザ・ペニンシュラ フェイバリット

055 スモークサーモンベーグル ¥2,600
 アボカド、レモン、クリームチーズ添え 

056 焼きたてワッフル ¥2,100
 ミックスベリー、マスカルポーネクリーム 、メープルシロップ添え

057 クラシックフレンチトースト　 ¥2,100 
 ミックスベリー、ヌテラ

058 バターミルクパンケーキ　 ¥2,100 
 蜂蜜、ベリーコンポート

卵料理

059 卵料理をお好みの調理法で ¥2,500
 べーコン、ハム、ポークソーセージまたはチキンソーセージ添え 

060 クラシックエッグベネディクト ¥2,700
 ハムまたはスモークサーモン 

061 ほうれん草入りオープンホワイトオムレツ ¥2,300
 リコッタチーズ、リーフサラダとトマト、レモンドレッシング 

062 ザ・ペニンシュラ アボカドトースト ¥2,500
 サワードウトースト、ポーチドエッグ、和風オランデーズソース

063 シャクシューカ ¥2,300
 卵、スパイシートマトソース、ピタパン添え

064 スーパーフードボウル ¥2,500
 キヌア、ワイルドライス、スペルト、亜麻仁シード、アボカド、 
 ブロッコリー、トマト、ポーチドエッグ、チアシードドレッシング

サイドディッシュ

065 ベーコン ¥1,100

066 ハム ¥1,100

067 ポークまたはチキンのソーセージ ¥1,100

068 クリスピーベーコン ¥1,100

069 季節の温野菜 ¥1,100

070 ハッシュブラウンポテト ¥1,100



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

オールデイ・ダイニング
11:00 – 23:00

和食

071 カリフォルニアロール ¥3,500 
 ソフトシェルクラブ、アボカド、わさびマヨネーズ、お味噌汁

072 銀鱈の照り焼き ¥2,800

073 国産ビーフカレーライス ¥3,900

074 月見蕎麦またはうどん（温製・冷製） ¥2,200

075 白御飯、お味噌汁、香の物 ¥1,000

丼セレクション

お味噌汁をご用意します

076 いくら丼 ¥3,900 
 サーモン、いくら

077 かつ丼 ¥3,900

078 牛リブロースステーキ重 ¥4,600

079 照り焼きチキン丼 温泉卵添え ¥3,800



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15% が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

ナチュラリー ペニンシュラ メニューは、天然で栄養価の高い食材を使用した
お客様の健康をサポートするお料理です。

インターナショナル フェイバリット

スープ＆サラダ

080 具だくさんのミネストローネスープ ¥1,900

081 レンズ豆のスープ ¥1,900

082 本日のスープ チーズクルトン添え ¥2,100

083 グリーンリーフサラダ ¥1,900
 レモン、バルサミコまたは和風ドレッシング

084 ノルウェー産スモークサーモン ¥2,900 
 オニオン、ケッパー、クリームチーズ、ブリオッシュ

085 チキンシーザーサラダ ¥2,800
 ベーコン、クルトン、パルメザンチーズ

086 ブッラータチーズとフルーツトマトのカプレーゼ ¥2,900

087 コブサラダ ¥2,900
 チキン、トマト、オニオン、アボカド、ブルーチーズ 
 ベーコン、タマゴ

088 メッツァプレート ¥2,900
 フムス、ババガナッシュ、タブレ、オリーブ、ピタパン添え

089 イタリア産チーズの盛り合わせ　 ¥3,800
 レーズン、マカデミアナッツ、ドライイチジク、バケット

ピザ

090 ピザマルゲリータ ¥2,300
 トッピング： 各 ¥300 
 チキン、パルマ生ハム、ハム、海老、ブラックオリーブ 
 アンチョビ、マッシュルーム、パプリカ、オニオン



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

パスタ

091 ホームメイド トマトソース ¥2,400

092 シェフマッシ特製ボロネーゼ ¥2,700

093 ペペロンチーノ ¥2,200

094 ナポリタン ¥2,400
 お好みのパスタをお選びください： 
 スパゲッティ、ペンネ、グルテンフリーパスタ

サンドイッチ & ハンバーガー

フレンチフライ、スイートポテトフライ、グリーンサラダより 
付け合わせを一品お選びください。

095 ザ・ペニンシュラ東京 クラブサンドイッチ ¥3,400
 チキン、ベーコン、エッグサラダ、アボカド、レタス、トマト、クレソン

096 国産ビーフバーガー  ¥3,500
 レタス、トマト、オニオン、ピクルス
 お好みのトッピングをお選びください： 
 チェダーチーズ、スイスチーズ、ベーコン、フライドエッグ

097 カツサンド ¥2,900
 国産黒豚かつ、とんかつソース
098 ベジタリアン ピタサンドイッチ ¥2,600
 フムス、キャベツのピクルス、アボカド、トマト、松の実、セサミ



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15% が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

ナチュラリー ペニンシュラ メニューは、天然で栄養価の高い食材を使用した
お客様の健康をサポートするお料理です。

メイン料理

099 ノルウェー産ポーチドサーモン ¥4,000
 アスパラガス、パプリカ、レモン添え

100 低温調理した平飼い地鶏胸肉 ¥3,400
 フルーツトマト、ガーデンサラダ、亜麻仁シード添え

101 チキン マジブース ¥3,600 
 バスマティライス、オニオン、トマト、ヨーグルトディップ、 
 キュウリ

グリルセレクション

102 神戸牛 サーロイン（200 g） 係りの者にお問い合わせください

103 和牛 フィレ肉 A5（150g） ¥20,000

104 アメリカ産プライムリブアイ (250g) ¥8,900

105 オーストラリア産ラムチョップ (180g) ¥4,800

106 真鯛 (160g) ¥3,800

付け合わせ
季節の温野菜 

マッシュルームのソテー 

ほうれん草クリーム

フレンチフライ

スイートポテトフライ

付け合わせの追加 各 ¥500

ソース
マッシュルームクリーム 

マスタード 

トマトサルサ

照り焼き 

ミントゼリー

赤ワイン

付け合わせとソースが含まれております。1 種類ずつお選びください。



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

デザート

107 ベイクドチーズケーキ ¥2,000

108 エスプレッソティラミス ¥1,800

109 マンゴープリン ¥1,800

110 ハーゲンダッツアイスクリーム各種　(1 カップ ) ¥700
 バニラ、抹茶、クッキー & クリーム、季節のアイスクリーム

111 季節のフルーツプレート ¥2,500



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー スパイシーメニュー

ヘイフンテラス
広東料理 ルームサービスメニュー

11:30 – 14:30 / 18:00 – 22:00

釜焼き

112 釜焼きチャーシューとクラゲの盛り合わせ ¥4,800

スープ

113 鮑入り四川風酸辣スープ ¥2,600

114 蟹肉入りコーンスープ ¥2,000

メイン料理

115 海老の特製チリソース煮込み ¥6,500

116 四川風麻婆豆腐 ¥4,200

117 パイナップル入り広東風酢豚 ¥4,100

118 特選和牛フィレ肉のサイコロステーキ ¥7,300 
 ブラックペッパーハニーソース ガーリックチップ添え

119 レンコンと百合根、セロリのあっさり炒め ¥3,800

120 薩摩地鶏のクリスピー揚げ レモンソース ¥3,800

ライス＆ヌードル

121 国産牛肉と野菜の黒豆ソースあんかけライスヌードル ¥3,500

122 もやしと黄ニラ入り 香港風醤油焼きそば  ¥2,600

123 海老ワンタン入り香港垃麺 ¥2,200

124 海老入り五目チャーハン ¥3,200



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
お米の産地情報については、係の者にお尋ねください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

点心

125 海鮮春巻き（2 個） ¥1,200 

126 海老蒸し餃子（2 個） ¥1,200

127 キヌガサ茸と旬のキノコ入り蒸し餃子（2 個） ¥1,200

128 シュウマイ（2 個） ¥1,200

129 チャーシュー入り饅頭（2 個） ¥1,200

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー スパイシーメニュー



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15% が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー

ナチュラリー ペニンシュラ メニューは、天然で栄養価の高い食材を使用した
お客様の健康をサポートするお料理です。

オーバーナイト・ダイニング
23:00 – 6:00

スープ＆サラダ＆サンドイッチ

130 本日のスープ チーズクルトン添え ¥2,100

131 チキンシーザーサラダ ¥2,800
 ベーコン、クルトン、パルメザンチーズ

132 メッツァプレート ¥2,900
 フムス、ババガナッシュ、タブレ、オリーブ、ピタパン添え

133 チーズの盛り合わせ ¥3,800
 レーズン、マカデミアナッツ、ドライイチジク、バケット

134 ザ・ペニンシュラ東京 クラブサンドイッチ ¥3,400
 チキン、ベーコン、エッグサラダ、アボカド、レタス、トマト、クレソン
 フレンチフライ添え

135 国産ビーフバーガー  ¥3,500
 レタス、トマト、オニオン、ピクルス、フレンチフライ添え
 お好みのトッピングをお選びください：
 チェダーチーズ、スイスチーズ、ベーコン、フライドエッグ

ピザ

136 ピザマルゲリータ ¥2,300
 トッピング 各 ¥300 
 チキン、パルマ生ハム、ハム、海老、ブラックオリーブ 
 アンチョビ、マッシュルーム、パプリカ、オニオン

パスタ

137 ホームメイド トマトソース ¥2,400

138 ペペロンチーノ ¥2,200



価格と食材は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

R O O M  S E R V I C E

和食

139 国産ビーフカレーライス ¥3,900

140 照り焼きチキン丼 温泉玉子添え ¥3,800

141 月見蕎麦またはうどん（温製・冷製） ¥2,200

デザート

142 ベイクドチーズケーキ ¥2,000

143 ハーゲンダッツアイスクリーム各種（1 カップ） ¥700 
 バニラ、抹茶、クッキー & クリーム、季節のアイスクリーム

144 マンゴープリン ¥1,800

145 季節のフルーツプレート ¥2,500

価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
グラスワインもご用意しております。グランドワインリストをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

ナッツ類使用メニュー グルテンフリーメニュー ベジタリアンメニュー ポーク使用メニュー



R O O M  S E R V I C E

ドリンクメニュー

国産ビール

201 サントリー  ¥1,500
 ザ･プレミアムモルツ
202 アサヒ スーパードライ ¥1,500
203 キリン ラガー ¥1,500
204 サッポロ エビス ¥1,500
205 Peter ビール ブルー ¥1,500
 (ピルスナー)
206 Peter ビール レッド ¥1,500
 (ペールエール)
207 Peter ビール ブラック ¥1,500
 (スタウト)
208 サントリー オールフリー  ¥1,200
 (ノンアルコール)
209 馨和 KAGUA ルージュ ¥1,500
210 馨和 KAGUA ブラン ¥1,500

シグネチャーカクテル

211 東京ジョー ¥2,100
212 東京ジョー ¥2,300  
 ネクストジェネレーション
213 WR（ダブルアール） ¥2,300

輸入ビール

214 ハイネケン ¥1,500
215 コロナ エクストラ ¥1,500
216 プレミアム チンタオ ¥1,500

クラシックカクテル

217 キール  ¥2,300
218 ジントニック ¥2,000
219 キューバリブレ ¥2,000
220 カシスオレンジ  ¥2,000
221 カシスソーダ  ¥2,000
222 ブラッディメアリー ¥2,000
223 ウォッカトニック ¥2,000
224 モスコミュール ¥2,000
225 ロングアイランド  ¥2,000
 アイスティー

シャンパンカクテル

226 キールロワイヤル ¥2,300
227 ベリーニ ¥2,300
228 ミモザ ¥2,300

ノンアルコールカクテル 

229 シャーリーテンプル ¥1,700
230 サラトガクーラー  ¥1,700
231 ヴァージンブリーズ ¥1,700

価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
グラスワインもご用意しております。グランドワインリストをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。



R O O M  S E R V I C E

スピリッツ (45ml)
232 ボンベイサファイア ジン ¥1,900
233 グレイグース ウォッカ ¥1,900
234 バカルディ ホワイト ラム ¥1,800
235 クエルボ シルバー  ¥1,800
 テキーラ

国産ウイスキー (45ml)
236 イチローズ ¥1,800 
 モルト＆グレーン
237 ニッカ フロム ザ バレル ¥1,800
238 ニッカ カフェ グレーン ¥2,000

アメリカンウイスキー (45ml) 
239 ジャックダニエル  ¥1,800
240 ワイルドターキー 13年 ¥2,800
241 フォアローゼス プラチナ ¥2,800

コニャック (45ml)
242 ヘネシー XO ¥3,700
243 レミーマルタン ルイ13世 ¥45,000
244 ヘネシー リシャール ¥35,000

紹興酒

245 古越龍山 (180 ml) ¥2,200
246 古越龍山 陳醸花雕 10年 ¥11,000
 景徳鎮 (500 ml)

シングルモルトウイスキー (45ml)
247 ザ･マッカラン 18年 ¥5,800
248 グレンフィディック 18年 ¥3,000
249 ラガーヴーリン 16年 ¥2,600

ブレンデッドウイスキー (45ml)
250 シーバスリーガル 18年 ¥2,600
251 バランタイン 17年 ¥2,600
252 ジョニーウォーカー ¥3,200
 ブルーラベル 

カナディアンウイスキー (45ml)
253 カナディアンクラブ 20年 ¥3,200

日本酒

254 ザ・ペニンシュラ ¥3,700
 純米大吟醸(300 ml)
255 真野鶴 大吟醸 (720 ml) ¥15,000
256 恵 青ラベル 純米吟醸 ¥8,600
 (720 ml)
257 生もと 黒蜻蛉 純米  ¥9,000
 (720 ml)

梅酒 (45ml)
258 ザ・ペニンシュラ梅酒 ¥1,700

焼酎 (45ml)
259 刻の一滴 (芋焼酎) ¥1,700
260 刻の一滴 (麦焼酎) ¥1,700

価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
グラスワインもご用意しております。グランドワインリストをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
グラスワインもご用意しております。グランドワインリストをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。



R O O M  S E R V I C E

価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
グラスワインもご用意しております。グランドワインリストをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
グラスワインもご用意しております。グランドワインリストをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

ジュース  ¥1,400
261 オレンジ
262 グレープフルーツ
263 クランベリー
264 トマト
265 野菜

ティー  ¥1,400
266 ザ・ペニンシュラブレンド
267 イングリッシュブレックファスト
268 アッサム
269 ダージリン
270 アールグレイ
271 緑茶
272 ジャスミン
273 カモミール
274 ペパーミント
275 ローズペタル

ミネラルウォーター

276 ザ・ペニンシュラ  ¥1,100
 ウォーター(500 ml) 
277 ザ・ペニンシュラ  ¥1,100
 スパークリングウォーター 
 (500 ml)
278 アクア パンナ (1000ml) ¥1,500
279 ペリエ (750ml) ¥1,500
280 サンペレグリノ (1000ml) ¥1,500

ソフトドリンク ¥1,000
281 コカコーラ
282 コカコーラ ゼロ
283 ジンジャーエール 
284 セブンアップ

コーヒー ¥1,400
285 コーヒー
286 カフェインレスコーヒー
287 アメリカンコーヒー
288 エスプレッソ
289 ダブルエスプレッソ
290 カプチーノ
291 カフェラテ
292 マキアート
293 ホットチョコレート
294 カフェモカ
295 キャラメルマキアート



R O O M  S E R V I C E

シャンパン

フルボトル
シャンパン -ブリュット
296 ザ・ペニンシュラシャンパン ドゥーツ ¥17,000
297 シャルル・エドシック ブリュット レゼルヴ ¥19,000
298 ペリエ・ジュエ グラン ブリュット ¥21,000
299 ドゥーツ ブリュット ビンテージ ¥24,000
300 ジャクソン エクストラ・ブリュット キュヴェ No.741 ¥27,000
301 アルロー・ブリュット グラン・キュヴェ プルミエ クリュ ¥22,000
302 ビルカール・サルモン ブリュット スーボワ ¥26,000
303 ドン・ペリニヨン ブリュット ¥30,000
304 クリュッグ・ブリュット グラン・キュヴェ・エディション 166 ¥36,000
305 ドゥーツ・オマージ・ア・ウィリアム・ドゥーツ ¥30,000
306 ビルカール・サルモン ニコラ・フランソワ・ビルカール ¥46,000
307 ルイ・ロデレール ブリュット クリスタル ¥69,000
308 ドン・ペリニヨン エノテーク 1993 ¥75,000
309 ドン・ペリニヨン エノテーク 1976 ¥220,000

シャンパン -ブラン・ド・ブラン
310 デュラモット ブリュット ブラン・ド・ブラン ¥21,000
311 ルイナール ブリュット ブラン・ド・ブラン ¥27,000
312 ドゥーツ・ブリュット アムール・ド・ドゥーツ ブラン・ド・ブラン ¥62,000
313 サロン ブリュット ブラン・ド・ブラン ¥160,000
314 クリュッグ ブリュット クロ・デュ・メニル ブラン・ド・ブラン ¥238,000

シャンパン - ロゼ
315 ドゥーツ ブリュット ロゼ ¥24,000
316 テタンジェ プレステージ ロゼ ¥24,000
317 エグリ・ウーリエ ブリュット グラン・クリュ ロゼ ¥36,000
318 ドン・ペリニヨン ロゼ ¥98,000
319 クリュッグ ブリュット ロゼ ¥120,000

価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
グラスワインもご用意しております。グランドワインリストをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
グラスワインもご用意しております。グランドワインリストをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。



R O O M  S E R V I C E

白ワイン

フルボトル
フランス 
アルザス
320 ヒューゲル リースリング・エステート  ¥15,000
ボルドー
321 ザ・ペニンシュラ クラレンドル・ブラン インスパイアード・ ¥10,000 
 バイ・オーブリオン

322 ポン・デ・ザール ソーヴィニヨン・ブラン ¥28,000
ブルゴーニュ
323 ドメーヌ・ミッシェル・ニーヨン レ・ヴェルジェ ¥32,000 
 シャサ－ニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ

324 ドメーヌ・ルフレーヴ スー・ル・ド・ダーヌ ムルソー プルミエ クリュ ¥46,000

アメリカ
ナパヴァレー
325 ケンゾー・エステイト あさつゆ ¥28,000
326 ファー・ニエンテ シャルドネ ¥37,000
ソノマ
327 ザ・ペニンシュラ・シャルドネ ケラー・エステート ¥15,000
328 ポール・ホブス シャルドネ ¥25,000

オーストラリア
南オーストラリア
329 グロセット ポリッシュ・ヒル リースリング クレア・ヴァレー ¥18,000

ニュージーランド
マールボロ
330 クラウディーベイ ソーヴィニヨン・ブラン ¥11,000
331 ケヴィン・ジュッド グレイワッキ ワイルド・ソーヴィニヨン・ブラン ¥12,000
ネルソン
332 ノイドルフ ムーテリー ピノ・グリ ¥14,000

価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
グラスワインもご用意しております。グランドワインリストをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。

価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
グラスワインもご用意しております。グランドワインリストをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。



R O O M  S E R V I C E

赤ワイン

フルボトル
フランス
ボルドー
333 ザ・ペニンシュラ・クラレンドル・ルージュ インスパイアード・ ¥10,000
 バイ・オーブリオン

334 シャトー・タルボ  ¥26,000
335 シャトー・パルメ  ¥95,000
ブルゴーニュ
336 ドメーヌ・アルマン・ジョフロワ・ラ・ペリエール ¥27,000
 ジュヴレ・シャンベルタン 

337 シャトー・ド・ムルソー ポマール プルミエ クリュ クロ・デ・ゼプノ ¥36,000
338 ポン・デ・ザール レゼルヴ ニュイ・サン・ジョルジュ ¥45,000
コート・デュ・ローヌ
339 E・ギガル コート・ロティ シャトー・ダンピュイ  ¥42,000
340 シャトー・ドゥ・ボーカステル シャトーヌフ・デュ・パプ ¥55,000

アメリカ
ナパヴァレー
341 ダックホーン・ヴィンヤーズ メルロー   ¥26,000
342 ダリオッシュ・シグネチャー カベルネ・ソーヴィニヨン ¥46,000
ソノマ
343 ザ・ペニンシュラ・ピノノワール ケラー・エステート  ¥17,000

オーストラリア
南オーストラリア
344 ピーター・レーマン “ ストーンウェル ” シラーズ   ¥21,000

ニュージーランド
マールボロ
345 クラウディーベイ ピノ・ノワール   ¥13,000
346 アタ・ランギ クリムゾン ピノ・ノワール   ¥15,000
セントラルオタゴ
347 サトウ・ワインズ ランソリット ピノ・ノワール   ¥23,000

価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
グラスワインもご用意しております。グランドワインリストをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

上記料金に別途消費税とサービス料 15%が加算されます。


