
 

 

 
 

IN ROOM DINING・イン ルーム ダイニング 
──────────────────────────────────── 

AVAILABLE FROM 10:00 am to 10:30 pm・午前 10 時から午後 10 時 30 分 
DIAL 420 OR 421 ご注文は内線 420 又は 421 番へ 

  

SALAD   サラダ 
 

SHRIMP SCALLOP WITH FRUIT COCONUT SALSA  $16.00 
Served with green salad, fruit and coconut salsa and wasabi lemon butter sauce 
海老とホタテのグリル フルーツとココナッツサルサソースを添えて 
グリーンサラダをわさびレモンバターソースで  
 
CRABMEAT AND AVOCADO SALAD 
Mixed greens, crab meat, avocado & Asian dressing 
蟹肉とアボカドのサラダ 
 

 
$17.00 

CAESAR SALAD* 
Romaine lettuce, Caesar salad dressing, croutons & parmesan cheese 
シーザーサラダ 
Add:  Chicken $4.50 / Shrimp $5.50 / Salmon $6.50 / Sirloin $9.50 
追加：チキン $4.50 / 海老 $5.50 / サーモン $6.50 / サーロイン $9.50 

$14.50 

 

GREEN SALAD 
グリーンサラダ 
Add:  Chicken $4.50 / Shrimp $5.50 / Salmon $6.50 / Sirloin $9.50 / Grilled Fish $ 6.50 
追加： チキン $4.50 / 海老 $5.50 / サーモン $6.50 / サーロイン $9.50 / 焼き魚 $6.50 

$13.50 

 
PIZZA  ピザ 

 
TOMATO BASIL* 
Sliced tomato, sweet basil, mozzarella cheese & tomato sauce 
トマトバジルピザ （スライストマト、バジル、モッツァレラチーズ、トマトソース） 

$16.50 

PEPPERONI 
Pepperoni, bell pepper, mushroom, black olive, mozzarella cheese & tomato sauce 
ペパロニピザ （ペパロニ、ピーマン、マッシュルーム、ブラックオリーブ、モッツァレラチーズ） 

$18.50 

MARINARA SEAFOOD 
Squid, shrimp, octopus, mussel, mozzarella cheese & tomato sauce 
シーフードピザ （イカ、海老、タコ、ムール貝、モッツァレラチーズ） 

$18.50 

MEAT LOVER 
Pork link sausage, ground beef, pepperoni, ham, mozzarella cheese & tomato sauce 
ミートラバーピザ （ソーセージ、ひき肉、ペパロニ、ハム、モッツァレラチーズ） 

$18.50 

 

Crispy crust, size 8 inch 
クリスピー生地 8 インチ 
 

*Suitable for vegetarians 
ベジタリアンの方にお勧めです  

10% service charge applies 
サービス料 10%が加算されます 

 

 



 

 

 
 

 
 

IN ROOM DINING・イン ルーム ダイニング 
──────────────────────────────────── 

AVAILABLE FROM 10:00 am to 10:30 pm・午前 10 時から午後 10 時 30 分 
DIAL 420 OR 421 ご注文は内線 420 又は 421 番へ 

 

SANDWICHES AND BURGERS  サンドウィッチとバーガー 
CLUB HOUSE SANDWICH 
Ham, turkey, bacon, tomato, lettuce, mayonnaise & Swiss cheese 
served on toasted  sliced white bread 

 

$14.50 

クラブハウスサンドウィッチ  

FRIED FILLET OF FISH BURGER $15.50 
Breaded deep fried fish, lettuce, tomato, onion, dill pickle & mayonnaise 
served on burger bun, tartar sauce on the side 
フィッシュバーガー 
  
ROAST BEEF SANDWICH $17.50 
Thinly sliced  roast beef, onion, mushroom, Swiss cheese & thousand island dressing 
served on French bread 
マッシュルームとチーズのローストビーフサンドウィッチ（バゲット） 
  
CHAR GRILLED  ANGUS BEEF CHEESE BURGER $18.50 
Char grilled beef  patty, American cheese, mayonnaise, lettuce, onion, dill pickle & tomato 
served on burger bun, mustard on the side 
アンガスビーフチーズバーガー  
*All sandwiches are served with French fries 
全てのサンドウィッチにフライドポテトが付きます 

 

MAIN COURSE メインコース 
 

CHAR GRILLED ANGUS BEEF STEAK, SIRLOIN (8 oz) $30.50 
Served with roast potato and red wine sauce 
アンガスビーフサーロインステーキ 赤ワインソース （ローストポテト付き）  

MALAYSIAN STYLE SHRIMP FRIED RICE $15.50 
Served with sambal oleke, dry anchovies, and prawn crackers topped with egg over easy 
マレーシア風炒飯 目玉焼きをのせて （えびせん付き）  
HOISON AND ORANGE BABY BACK RIBS GRILLED  
WITH BBQ SAUCE 
Served with roast potatoes and vegetables 

$23.50 

甘辛ベイビーバックリブ（豚スペアリブ） バーベキューソース （ローストポテト付き）  

CHICKEN CASHEW NUTS $17.50 
With green bell pepper served with steamed rice 
チキンとピーマンのカシューナッツ炒め （ご飯付き）  

FISH AND CHIPS $18.50 
白身魚のフライとフライドポテトの盛り合わせ  

                                10% service charge applies 
                                  サービス料 10%が加算されます 

 
  



 

 

 

IN ROOM DINING・イン ルーム ダイニング 
──────────────────────────────────── 

AVAILABLE FROM 10:00 am  to 10:00  pm・午前 10 時から午後 10 時 
DIAL 420 OR 421 ご注文は内線 420 又は 421１番へ 

 

DESSERT     デザート 

 

TROPICAL FRUIT PLATE 
トロピカルフルーツの盛り合わせ 

 
$13.50 

TAPIOCA CAKE 
タピオカケーキ 

 
$9.00 

 
CHOCOLATE MOUSSE 
チョコレートムース 

 
$9.00 

STRAWBERRY CHEESECAKE 
ストロベリーチーズケーキ 

 
$9.00 

BLACK FOREST CAKE 
ブラックフォレストケーキ 

 
$10.00 

 

 
10% service charge applies 

サービス料 10%が加算されます 


