


Prices are inclusive of applicable tax and subject to service charge.
表示料金には税金が含まれております。 別途サービス料が加算されます。

House Made Smoked Salmon

Frittata Calabrese with Italian Herbs Sausage

Shrimp Cocktail Shooter

Calamari, Parmesan Beer Battered

Crab Cake

Iberico Jamon Tart

Crudités, Baby Vegetables Dip Sampler 

warm potato salad, rocket salad, shallots, balsamic vinaigrette

red bell pepper, Taleggio cheese, 
topped with young garden leaves, oven dried tomatoes, extra virgin olive oil 

shredded iceberg lettuce, Marie Rose sauce and lemon wedges 

lemon aioli, parsley and fennel salad 

celery remoulade, gingered grapefruit, dashi sauce

semi dried vine ripened tomatoes, manchego cheese,
rocket salad and fresh basil, extra virgin olive oil, puff pastry

humus, blue cheese, sun dried tomato, rosemary crisp flat bread  

自家製スモークサーモン

フリッタータ イタリアンハーブソーセージ

シュリンプカクテルシューター

パルメザン風味のカラマリフリート

クラブケーキ

イベリコハムのタルト

プティ クリュディテ

ポテトサラダ、 ルッコラサラダ、 エシャロット、 バルサミコビネグレット

ベルペッパー、 タレッジョ、 ガーデンリーフ、 ドライトマトを添えて

レタス、 マリーローズソース

レモンアイオリソース、 フェンネルサラダ添え

セロリレムラードソース、 ジンジャーグレープフルーツ

ドライトマト、 マンチェゴチーズ、 ロケットサラダ添え

フムス、 ブルーチーズ、 ドライトマト、 ローズマリークリスプブレッド

¥2,800

¥2,600

¥3,000

¥2,500

¥2,700

¥2,900

¥2,300

STARTERS



Prices are inclusive of applicable tax and subject to service charge.
表示料金には税金が含まれております。 別途サービス料が加算されます。

SALAD BOWL

¥2,310

¥2,600

¥2,690

¥2,500

¥2,500

¥2,900

Caesar Salad

Greek Salad

Salad Nicoise

Caprese

Cold Cut Potato Salad 

Rock Shrimps and Romanesco Cauliflower Salad 

romaine lettuce, crispy bacon, garlic, anchovy, Parmesan cheese, 
soft poached egg and focaccia crouton

tomato, marinated feta, cucumber, green pepper,  
olives, red onion and garden greens, extra virgin olive oil  

fresh seared tuna, potatoes, green beans, quail eggs, 
Dijon dressing, extra virgin olive oil

tomato and mozzarella, basil pesto, 
parmesan crisp, balsamic vinaigrette, extra virgin olive oil

lyoner, salami, ham, butter lettuce, pickles, herbed German dressing  

hard boiled eggs, lettuce and lemon mayonnaise dressing

シーザーサラダ

ギリシャ風サラダ

ニース風サラダ

カプレーゼ

ポテトサラダ

エビとロマネスコカリフラワーのサラダ

ロメインレタス、 クリスピーベーコン、 ガーリック、 アンチョビ、 パルメザンチーズ
ポーチドエッグ、 フォカッチャクルトン

トマト、 フェタチーズ、 キュウリ、 ピーマン、 オリーブ、 レッドオニオン、 ガーデングリーンリーフ

ツナたたき、 ポテト、 グリーンビーンズ、 ウズラの卵、 ディジョンマスタードドレッシング

トマト、 モッツァレラチーズ、 バジルペースト、 パルメザンクリスプ
バルサミコドレッシング

リオナソーセージ、 サラミ、 ハム、 レタス、 ピクルス、 ハーブジャーマンドレッシング

ボイルドエッグ、 レタス、 レモンマヨネーズドレッシング



Prices are inclusive of applicable tax and subject to service charge.
表示料金には税金が含まれております。 別途サービス料が加算されます。

Charcuterie Platter
Shaved salami, boneless cooked ham and prosciutto,
cornichons, mustards, pearl onions and bread
シャルキュトリープレート
サラミ、 ハム、 プロシュート、 コルニション、 マスタード、 パールオニオン、 ブレッド添え

¥2,900

Cheese Platter 
Daily selection of imported cheeses
served with dried and fresh fruits, fruit paste, bread and water crackers
チーズプレート

チーズの盛り合わせ
ドライフルーツ、フレッシュフルーツ、フルーツペースト、ブレッド、クラッカー添え

SOUPS

Five Onions Gratin 

Classic Minestrone Soup

  

Emmental cheese and toast

With tomato, celery, carrot, red beans, macaroni,
red basil parmesan pesto, extra virgin olive oil

ファイブ オニオングラタンスープ

ミネストローネ

エメンタールチーズ、 トースト

レモン、 セロリ、 キャロット、 ビーンズ、 パスタ
レッドバジルパルメザンペースト、 オリーブオイル

¥990

¥910

¥2,700

ASSORTED PLATES



Prices are inclusive of applicable tax and subject to service charge.
表示料金には税金が含まれております。 別途サービス料が加算されます。

Sirloin Steak Sandwich

100% Japanese Beef Burger

 

Reuben Sandwich  

Hilton Clubhouse Sandwich  

Roasted Chicken Ciabatta 

mesclun lettuce, caramelized onion, tomato and grain mustard mayonnaise on sourdough

melted raclette cheese, tomato, dill pickle, rocket, shaved red onion 
and chipotle mayonnaise

sauerkraut, pastrami, Emmental cheese, Russian dressing on rye bread 

bacon, tomato, grilled herbed chicken, lettuce, fried egg, and white toast 

avocado, romaine lettuce, tomato and Emmental cheese

ステーキサンドイッチ

国産牛１００％ ビーフバーガー

ルーベンサンドイッチ

ヒルトンクラブハウスサンドイッチ

ローストチキンチャバタ

サーロインビーフ、 レタス、 キャラメリゼオニオン、 トマト、 粒マスタードマヨネーズ

ラクレットチーズ、 トマト、 ディルピクルス、 ロケットリーフ、 レッドオニオン、 チポトルチリマヨネーズソース

サワークラウト、 パストラミ、 エメンタールチーズ、 ロシアンドレッシング、 ライブレッド

ベーコン、 トマト、 グリルハーブチキン、 レタス、 フライドエッグ、 ホワイトトーストブレッド

ローストチキン、 アボカド、 ロメインレタス、 トマト、 エメンタールチーズ

¥2,800

¥2,800

¥2,370

¥2,600

SANDWICHES & BURGERS
All served with French fries or mixed leaf salad.
フレンチフライ、 またはグリーンサラダ付。

- Beef burger ‘Jumbo’  (200g) 

- Beef burger ‘Regular’  (150g)    

ビーフバーガー 「ジャンボ」 ２００ｇ

ビーフバーガー 「レギュラー」 １５０ｇ

¥3,200

¥2,670



Prices are inclusive of applicable tax and subject to service charge.
表示料金には税金が含まれております。 別途サービス料が加算されます。

MAINS

- 250g grain fed Australian sirloin 

- 300g grain fed Australian rib-eye    

オーストラリア産ビーフ サーロイン ２５０ｇ

オーストラリア産ビーフ リブアイ ３００ｇ

Steak Frites

Pan Roasted Salmon

Pan Roasted Sea Bass 

Fish ‘n’ Chips

With café de Paris butter or béarnaise sauce

 

Roasted tomatoes, fine beans, olives and saffron broth

Broccolini, rocket, crushed potato, prosciutto and lemon butter sauce

Beer battered cod, tartar sauce, mushy peas and thick cut chips

ビーフステーキ

ローストサーモン

スズキのロースト

フィッシュ＆チップス

カフェ ・ ド ・ パリ バター 又は ベアルネーズソース

トマト、 ビーンズ、 オリーブ、 サフラン風味ブロス

ブロッコリーニ、 ロケットリーフ、 クラッシュポテト、 プロシュート、 レモンバターソース

白身魚のビール衣揚げ、 タルタルソース、 グリーンピース、 ポテトフライ

¥4,000

¥4,350

¥3,100

¥3,100

¥3,000



Prices are inclusive of applicable tax and subject to service charge.
表示料金には税金が含まれております。 別途サービス料が加算されます。

¥2,720

¥3,480

¥2,950

PIZZAS

Pizza Margherita

Quattro Formaggi

Diavola

Tomato sauce, mozzarella, oregano, basil, extra virgin olive oil, parmesan

Tomato sauce, mozzarella, gorgonzola, parmesan, tallegio 

Tomato sauce, salami, chili pepper, parmesan, mozzarella

マルゲリータ

４種のチーズ

ディアボラ

トマトソース、 モッツァレラ、 オレガノ、 バジル、 オリーブオイル、 パルメザン

トマトソース、 モッツァレッラ、 ゴルゴンゾーラ、 パルメザン、 タレッジョ

トマトソース、 サラミ、 チリ、 パルメザン、 モッツァレラ

Served 11:30am-9:30pm / ご注文時間 11:30am-9:30pm



Prices are inclusive of applicable tax and subject to service charge.
表示料金には税金が含まれております。 別途サービス料が加算されます。

PASTA & RISOTTO

¥2,600

¥2,540

¥3,250

¥2,540

Mushroom Risotto (rice product of Japan)

Penne Arrabiata 
 

Linguine Pescatore 

Pappardelle Bologna

Shimeji, shiitake, button mushrooms with chervil, basil, tarragon, parsley

Garlic, shallot, tomato and chili

Shrimp, calamari, mussel, salmon, tomato saffron sauce, extra virgin olive oil 

With a classic veal and pork ragu 

マッシュルームリゾット　 ( 国産米使用 )

ペンネアラビアータ

リングイネ ペスカトーレ

パッパルデッレ ミートソース

シメジ、 シイタケ、 ボタンマッシュルーム、 チャービル、 バジル、 タラゴン、 パセリ

ガーリック、 エシャロット、 トマト、 チリ

海老、 イカ、 ムール貝、 サーモン、 トマトサフランソース

ビーフとポークのラグー

All served with garlic bread and grated parmesan cheese.
ガーリックブレッド、 パルメザンチーズ付。



Prices are inclusive of applicable tax and subject to service charge.
表示料金には税金が含まれております。 別途サービス料が加算されます。

SIDES

¥550

¥950

¥550

¥1,180

¥950

¥550

¥900

¥550

Mixed leaf salad and extra virgin olive oil vinaigrette 

 
Greek salad  

Sautéed spinach    

Green asparagus with Hollandaise

Sautéed assorted mushrooms 

French fries

French fries, parmesan truffle oil

Double loaded baked potato

ミックスリーフサラダ、 エクストラヴァージンオリーブオイルヴィネグレット

ギリシャ風サラダ

ホウレンソウのソテー

グリーンアスパラガス オランデーズソース

マッシュルームソテー

フレンチフライ

フレンチフライ パルメザン＆トリュフオイル

ベイクドポテト



Prices are inclusive of applicable tax and subject to service charge.
表示料金には税金が含まれております。 別途サービス料が加算されます。

DESSERTS

Berry Sundae 
fresh berries, blackcurrant marshmallows, mini-macaroons, 
raspberry syrup and strawberry ice cream 
ベリーサンデー

ベリー、 ブラックカラント マシュマロ、 ミニマカロン、 ラズベリーシロップ、 ストロベリーアイスクリーム

レモンとバニラのマドレーヌ、 ラズベリー

ココナッツアイスクリーム

低脂肪リコッタチーズとヨーグルト、 オリーブオイルスポンジ、 レモンブルーベリー、 ロケットリーフ

ヘーゼルナッツクランチ

Mango Rice Pudding (rice product of Italy)
coconut ice cream, crumble and chantilly
マンゴーライスプディング 　( イタリア産米使用 )

Ricotta Cheesecake
low fat ricotta cheese and yoghurt, olive oil sponge, lemon blueberries
and rocket leaves 
リコッタチーズケーキ

抹茶クレームブリュレ

¥1,300

Green Tea Crème Brûlée 
lemon and vanilla madeleine, fresh raspberries

チョコレートロイヤル カライブ デビル フードケーキ

Chocolate Royal Caraibe Devil’s Food Cake
hazelnut crunch  

¥1,500

¥1,250

¥1,800

¥1,500



Prices are inclusive of applicable tax and subject to service charge.
表示料金には税金が含まれております。 別途サービス料が加算されます。

almond biscuit cookies, raspberry sauce and chocolate crispy pearls 
served with a choice of vanilla bean, chocolate, strawberry, caramel, 
coffee or green tea ice cream 

２スクープ

３スクープ

Ice Cream Coupe

Two scoops 

Three scoops

アイスクリーム

アーモンドビスケットクッキー、 ラズベリーソース、 チョコレート クリスピー パール添え
アイスクリームのチョイス ：  バニラ、 チョコレート、 ストロベリー、 キャラメル、 コーヒー、 グリーンティ

フレッシュフルーツ盛り合わせ
ソルべ添え ～ マンゴー＆パッションフルーツ、 レモン＆ライム、 又はラズベリーソルべ

a healthy assortment of market fresh fruit 
served with a choice of mango/passionfruit, lemon/lime or raspberry sorbet

フルーツハーヴェスト

¥1,050

¥1,500

¥1,750Fruit Harvest 



Prices are inclusive of applicable tax and subject to service charge.
表示料金には税金が含まれております。 別途サービス料が加算されます。

SIGNATURE DISH MENU

¥7,560

¥5,400

Japanese beef sirloin 180g

Chinese set menu

 

Bohemian ratatouille, sautéed maitake mushroom, garlic confit, mushroom sauce

Appetizer, today’ s soup, steamed Japanese rice, and fruit
Choice of main course: 
　　・Wok fried beef with black pepper sauce
　　　　or
　　・Quick fried prawns in chili sauce

　

国産牛 サーロイン ステーキ 180g

中華セットメニュー

ラタトゥイユ ボヘミア風、舞茸のソテー、ガーリックのコンフィ、マッシュルームソース

前菜、日替わりスープ、メインディッシュ、ライス ( 国産米使用 )、フルーツ
メインディッシュを下記よりお選びください。
　　　 ・ 牛肉黒胡椒炒め
　　　　　　　又は
　　　 ・ 海老のチリソース煮


