
ソフトドリンク  
Soft Drink
フルーツジュース　Fruit Juice

グレープフルーツジュース　Grapefruit Juice  ￥1,400

オレンジジュース　Orange Juice 　　￥1,400

ツヴァイゲルト グレープジュース　Zweigelt grape juice  ￥1,400

ジュース　Juice

ジンジャーエール　Ginger Ale  ￥900

コーラ Cola  ￥900

コーラゼロ Cola Zero  ￥900

セブンアップ 7up  ￥900

マウンテンデュー Mountain Dew  ￥900

ミネラルウォーター&炭酸水　Mineral & Sparkling Water

カナダドライ トニックウォーター　Canada Dry Tonic Water     ￥900

富士ミネラルウォーター　Fuji Mineral Water  ￥900

エビアン　Evian  ￥1,000

ペリエ　Perrier        　　￥1,000

山崎の水 発泡　Yamazaki Water Sparkling  ￥1,000

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



アペタイザー＆サラダ　フィンガーフード
Appetizer ＆ Salad　Finger Food

スモークサーモンとオニオンハーブサラダ

レモンドレッシング
Smoked salmon with onion-herb salad

lemon dressing  ￥2.300

フィッシュ＆チップス
タルタルソースモルトビネガーとレモン添え

Fish and Chips with a Tartar sauce ,
malt vinegar and lemon ￥3.000

生ハムとモッツァレッラチーズ ルーコラとバルサミコ添え

Prosciutto and mozzarella cheese
with arugula and balsamic vinegar ￥3.500　

イートウェルメニュー
Eat Well Menu
ミックスサラダ　ゴートチーズとチアシード
Field green salad with goat cheese and chia seeds  ￥2.500

カリフラワーとヒヨコ豆、胡麻のフムス　グリルピタと野菜添え

Roasted cauliflower Hummus with grilled pita and vegetables
￥2.900

ヒヨコ豆のフジッリ ベジタブルトマトソース

Chickpea rotini pasta with vegetable tomato sauce  ￥3.000

ガーリックシュリンプ　レモン風味　アボガド添え
Lemon garlic shrimp with avocado  ￥3.200

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



アペタイザー＆サラダ　フィンガーフード
Appetizer ＆ Salad　Finger Food

ポテトチップス
Potato Chips ￥900

フレンチフライ
French Fries  ￥1.100

イチローズモルトチョコレートバー
Ichiro’s Malt chocolate bar  ￥1.100

ミックスナッツ
Mixed Nuts ￥1.500

ドライフルーツ
Dry Fruits        　　　　 ￥1.500

チーズの盛り合わせ
Assorted Cheese  ￥2.700

フルーツの盛り合わせ
Assorted　Fruits  ￥3.000

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



パスタ＆ピッザ
Pasta & Pizza

Spaghetti
Mushrooms, asparagus, dried tomatoes, garlic, chili, 
olive oil (V) df

スパゲッティ
ジャンボマッシュルームとアスパラガス、ドライ
トマトのペペロンチーノ  ￥2.900

Chilled Pasta Tagliolini
Grilled summer vegetables, salted plum flavored ripe tomato 
sauce, green perilla

冷製パスタ　タリオリーニ
夏野菜のグリルと完熟トマトの梅風味ソース　
大葉添え  ￥3.200

Fettuccine
Sea eel, eggplant, saikyo-miso white wine sauce, mixed herbs

フェットチーネ
穴子と加茂茄子の西京味噌白ワインソース　
ハーブと共に  ￥3.500

Homemade  Pizza
Steamed chicken breast, sliced lemon, herb cheese, arugula

自家製ピッツァ　
鶏胸肉のスチームとスライスレモン、ハーブチーズ ルーコラ添え

   ￥3.700

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



ベーカリー
Bakery

野菜サンドウィッチ
Vegetable Sandwich ￥1.900

サーモンのクロワッサンサンドウィッチ
Salmon Croissant Sandwich ￥2.000

ローストビーフのフォカッチャサンドウィッチ
Roasted Beef Focaccia Sandwich ￥2.400

特製ビーフメンチカツサンドウィッチ
Minced Beef Cutlet Sandwich        　　　￥2.500

クラブハウスサンドウィッチ
Club House Sandwich  ￥2.700

フライドシュリンプ＆フィッシュ　サンドウィッチ
Fried Shrimp ＆Fish Sandwich  ￥2.700

ビーフバーガー 
Beef Burger      　 ￥3.300
* ベーコンとチェダーチーズ　又は　ブルーチーズをお選びいただけます。
Grilled beef, your choice of grilled bacon, cheddar cheese or blue cheese.
* 追加　Additional :フライドエッグ　Fried egg ￥250

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



マリオットワイン
Marriott Wine of the World

シャンパーニュ　Champagne
モエ　エ　シャンドン　モエ　アンぺリアル　    Glass￥2.800　Bottle￥16.200
Moet et Chandon Moet Imperial

モエ　エ　シャンドン　ロゼ　アンぺリアル    　Glass￥3.200　Bottle￥17,900
Moet et Chandon Rose Imperial

ヴ－ヴ　クリコ　イエロ－ラベル　　　　　    　Glass￥3.000　Bottle￥16.800
Veuve Clicquot Yellow Label    

白ワイン　White Wine    
シャトーセントジーン　ソーヴィニヨンブラン
Chateau St.Jean Sauvignon Blanc

Glass ¥1,900
Bottle ¥8,800

ペンフォールズ　マックス　シャルドネ
Penfolds Max’s Chardonnay

Glass ¥2,400
Bottle ¥11,200

赤ワイン　Red Wine
メゾンドグランエスプリ
レトルマジック ブルゴーニュ
Maison de Grand Esprit L'Être Magique Bourgogne

Glass ¥2,300
Bottle ¥10,600

ペンフォールズ　マックス　シラーズ
Penfolds Max’s Shiraz

Glass ¥2,400
Bottle ¥11,200

ベリンジャー　ナイツヴァレー
カベルネソーヴィニヨン
Beringer Knights valley Cabernet sauvignon

Glass ¥2,900
Bottle ¥13,700

スタッグスリープ　ナパヴァレー　メルロー
Stags’leap Napa valley Merlot

Glass ¥3,500
Bottle ¥17,200

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



ビール&ノンアルコールカクテル
Beer & Non Alcoholic-Cocktail

ドラフトビール Draft Beer
サッポロ　Sapporo                                           Pilsner  ￥1.700      1 Pint  ￥3.000

エビス　　Yebisu                                             Pilsner  ￥1.700      1 Pint  ￥3.200

白穂香　Shirohonoka　　　　   　　　　 　  Pilsner  ￥1.700

ギネス   Guinness 　　　　　　　　　　    　Half Pint ￥1.800　   1 Pint ￥3.400

ボトルビール Bottled Beer
サッポロ黒ラベル　Sapporo Black Label　　　　                               　   ￥1.400

エビス　　Yebisu                                                                                        ￥1.400

エビス黒　　Yebisu Black                                                                           ￥1.400

アサヒスーパードライ　Asahi Super-Dry-　　　　　　　      　          　   ￥1.400

キリンラガービール　Kirin Lager Beer　　　　　　　　　　     　　　     ￥1.400

サントリーザ・プレミアムモルツ　Suntory The Premium Malt-s              ￥1.400

バドワイザー　Budweiser　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ￥1.500

コロナ Corona                                                                                              ￥1.500

ギネス　スタウト Guinness Stout                                                                ￥1.500

ハイネケン Heineken　                                                                            　 ￥1.300

ノンアルコールビール　Non-Alcoholic Beer
サッポロ プレミアムアルコールフリー

Sapporo Premium Alcohol Free 　　　　　　　　　　　　　　　　　       ￥1.200

ノンアルコールカクテル　Non-Alcoholic Cocktail
シャーリーテンプル　Shirley Temple                                                          ￥1.300

スプライト／グレナディンシロップ

Sprite/Grenadine Syrup

トウキョーメロディー　Tokyo Melody　　　　 　　　　　　　　　　      ￥1.400

オレンジジュース／パイナップルジュース／マンゴージュース／グレナディンシロップ

Orange Juice / Pineapple Juice / Mango Juice / Grenadine Syrup

エビスパラダイス　Yebisu Paradise　　　　　　　　　　　　　　　　   ￥1.400

オレンジジュース／パイナップルジュース／マンゴージュース／ライムシロップ

Orange Juice / Pineapple Juice / Mango Juice / Grenadine Syrup / Lime Syrup

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



クラフテッドアットウェスティン
Crafted at Westin

特製カクテルでリフレッシュしませんか。当ホテル自慢の「クラフテッド
アット　ウェスティン」メニューのカクテルでは、天然食材と新鮮な地元
の味が織りなす贅沢な味わいをお楽しみいただけます。
Revive with an artisanal elixir.Each expertly mixed cocktail from our 
siqnature Crafted at Westin menu is infused with natural ingredients and 
fresh local flavors.

エタニティー　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　    ￥1.700
Eternity
チョコレート／シナモン／ベイリーズアイリッシュクリーム／ミルク／ク
リーム
Chocolate / Cinnamon / Baileys Irish Cream / Milk / Cream

チョコレートとシナモンを使用したカクテル。チョコレートとシナモンに
含まれる抗酸化作用で、アンチエイジング効果が期待できます。
This cocktail is made with chocolate and cinnamon with antioxiclant 
properties that is believed to have an anti-aging effect.

スノーホワイト                                                                             ￥2.400
Snow White
ヨーグルトリキュール／ヨーグルト／蜂蜜
Yogurt Liqueur / Yogurt / Honey

ヨーグルトと蜂蜜を使用したカクテル。乳酸菌とビタミン B群を持つヨー
グルトに蜂蜜を加えることで、単体で食べるよりも高い美肌効果が期待で
きます。
A yogurt and honey based cocktail packed with probiotic lactic acid and 
vitamin B group that is beneficial to improving skin complexion.

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



スペシャルカクテル
Special Cocktail

ベジタブル＆フルーツカクテル               Vegetable＆Fruits Cocktail

シトラスグリーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥1.700

Citrus Green
グレープフルーツジュース／セロリ／ジン／
Grapefruits juice/Celery/Gin
グレープフルーツジュースにセロリを合わせた清涼感いっぱいのショートカクテル。
Short Cocktail with grapefruits and celery, full of pleasant cooling sensation.

オータムフェスタ

Autumn Festa                                                                                                 
￥1.700
マンゴージュース/オレンジジュース/パイナツプルジュース/バナナ/ミルク/マーテル VSOP
Mango Juice / Orange Juice / Pineapplle Juice / Banana / Milk / Martell VSOP
栄養補給もできる飲み易いベジタブルカクテル。
A nourishing  vegetable cocktail with mango  , orange, pineapple  juice , banana and pumpkin 

　ローカロリーカクテル　　　　Low Calorie Cocktail

ローカロリーキューバリブレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥1.500

LC Cuba Libre

ラム / コーラゼロ / ライム
Rum / Cola Zero / Lime
コーラゼロを使用し、カロリー抑えたキューバリブレをご提供いたします。
Cuba Libre made with calorie free Cola Zero

ジージーティー

G.G.T　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　￥1.700
グレイグースウォッカ / グレープフルーツジュース /トニックウォーター
Grey Goose Vodka / Grapefruits Juice / Tonic Water
プレミアムウォッカ　グレイグースを使用し、グレープフルーツとトニックウォーターで仕上げた喉越
し爽やかなローカロリーカクテル。
A low-calorie crisp cocktail made with premium Grey Goose vodka with a refreshing taste of grapefruits and tonic 
water. 

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



スピリッツ
Spirits

ジン　Gin     

プリマス                                                                      S￥1.400/D￥2.700
Plymouth　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
ビーフィーター　　　　　　　　　　　　　　　　    S￥1.400/D￥2.700
Beefeater
ゴードン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S￥1.400/D￥2.700
Gordon`s
ボンベイサファイア　　　　　　　　　　　　　　　S￥1.500/D￥2.900
Bombay Sapphire　　　　　　　　　　　　　　　　
六 ロク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   S￥1.500/D￥2.900
Roku
タンカレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 S￥1.500/D￥2.900
Tanqueray
タンカレー 10　　　　　　　　　　　　　　　　　　S￥1.700/D￥3.300
Tanqueray Ten
シップスミス                                                                S￥1.900/D￥3.700
Sipsmith
季の美                                                                           S￥1.900/D￥3.700
Kinobi
ヘンドリックス　　　　　　　　　　　　　               S￥2.200/D￥4.300
Hendrick’s
モンキー 47                                                                   S￥3.000/D￥5.900
Monkey47　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



スピリッツ
Spirits

ウォッカ　Vodka

スミノフ 50　　　　　　　　　　　　　　   　　　　S￥1.400/D￥2.700
Smirnoff50
ストリチナヤ                                                               S￥1.400/D￥2.700
Stolichnaya
ズブロッカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S￥1.400/D￥2.700
Zubrowka
ベルヴェデール　　　　　　　　　　　　　              S￥1.500/D￥2.900
Belvedere
アブソルート　　　　　　　　　　　　　　　　　　S￥1.500/D￥2.900
Absolut
アブソルートマンダリン　　　　　　　　　　　　　S￥1.600/D￥3.100
Absolut　Mandarin
アブソルートシトロン　　　　　　　　　　　　　　S￥1.600/D￥3.100
Absolut　Citron
アブソルートカラント　　　　　　　　　　　　　　S￥1.600/D￥3.100
Absolut　Kurant
アブソルートエリクス　　　　　　　　　　　　　　S￥1.700/D￥3.400
Absolut　Elyx
グレイグース                                                               S￥1.700/D￥3.400
GreyGoose
白                                                                                 S￥1.700/D￥3.400
HAKU

ラム　Rum    

マイヤーズダーク                                                        S￥1.400/D￥2.700
Myers`s Dark 
キャプテンモルガン　    　　　　　　　　　　　　　S￥1.400/D￥2.700
Captain Morgan
ロンサカパセンテナリオ　　　　　　　　　　　　　S￥2.000/D￥3.900
Ron Zacapa Centenario

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



スピリッツ
Sprits

テキーラ　Tequila　

オルメカ ブランコ　　　　　　　　　　　　　　　    S￥1.400/D￥2.700
Olmeca Blanco
オルメカ レポサド　　　　　　　　　　　　　　　　 S￥1.400/D￥2.700
Olmeca Reposado
サウザー シルバー　　　　　　　　　　　　　　　　 S￥1.400/D￥2.700
Sauza Silver

   エラドゥ－ラ ゴールド                                                   S￥2.700/D￥5.300
    Herradura Gold

クエルボ ゴールド　　　　　　　　　　　　　　　　 S￥1.500/D￥2.900
Cuervo Gold
クエルボ 1800　　　　　　　　　　　　　　                 S￥3.200/￥6.300
Cuervo1800
カスカウィン レポサド 　　　　　　　　　　　　　   S￥1.900/D￥3.700
Cascahuin Reposado
カスカウィン アネホ　　　　　　　　　　　　　　　   S￥2.200/￥4.300
Cascahuin  Anejo
ドンフリオ レポサド　　　　　　　　　　　　　　       S￥2.000/￥3.900
Don Julio Reposado
ドンフリオ アネホ　　　　　　　　　　　　　　　　   S￥3.300/￥2.700
Don Julio Anejo
カルマ レポサド　　　　　　　　　　　　　　　　　   S￥3.300/￥2.700
Karma Reposado
カルマアネホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　    S￥4.000/￥7.900
Karma Anejo
パトロン レポサド　　　　　　　　　　　　　　　　  S￥3.600/￥7.100
Patron Reposado
パトロンアネホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　S￥4.000/￥7.900
Patron Anejo
カバデ オロ     　　　　　　　　　　　　　　　　　     S￥4.500/￥8.900
Cava de Oro Anejo

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



リキュール
Liqueur

リキュール　Liqueur

コアントロー　　　　　　　　　　　　　　　　　                      ￥1.200
Cointreau
グラン　マルニエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　            ￥1.200
Grand Marnier
ベイリーズ　アイリッシュクリーム　　　　　　　　　　　　     ￥1.200
Bailey’s Irish Cream
カルーア                                                                                         ￥1.200
Kahlua
リカール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥1.400
Ricard
アマレット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥1.400
Amaretto
ドランブイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥1.400
Drambuie
ウンダーベルグ                                                                              ￥1.400
Underberg

シェリー酒＆ポートワイン　Sherry & Port  
　

ティオ ペペ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥1.100
Tio Pepe
ドライ サック    ￥1.200
Dry sack
フォンセカ ルビーポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥1.200
Fonseca Ruby Port
アルフォンソ オロロソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ￥1.400
Alfonso Oloroso
テイラーヴィンテージポート                                                         ￥4.200
Taylor’s Vintage Port

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



ブランデー
Brandy

コニャック　Cognac

フラパン V.S.O.P　　　　　　　　　　　　　　　　S￥2.400/D￥4.700
Frapin V.S.O.P
クルボアジェ V.S.O.P　　　　　  　　　　　　　　　 S￥2.700/￥5.300
Courvoisier V.S.O.P
レミーマルタン V.S.O.P　          　　　　　　　　　 S￥2.400/D￥4.700
Remy Martin V.S.O.P
レミーマルタン X.O　                         　　　　　　　  S￥4.000/￥7.900
Remy Martin X.O
ヘネシー V.S.O.P　　　　　　　　 　　　　　　　　S￥2.800/D￥5.500
Hennessy V.S.O.P
ヘネシー X.O　                                       　　　　　    S￥4.000/D￥7.900
Hennessy X.O
マーテル V.S.O.P　　　　　　　　     　　　　　　   S￥2.700/D￥5.300
Martell V.S.O.P
マーテル コルドンブルー　            　　　　　　　　　S￥3.900/￥7.700
Martell Cordon Bleu
マーテル X.O　                                           　　　　 S￥5.600/D￥11.100
Martell X.O

オードヴィー　Eau-de-Vie 
　

エリージ グラッパ ディ バルベラ　　　　　　　　　  S￥2.600/D￥5.100
Elisi Grappa di Barbera
カルヴァドス クール ド リヨン オルダージュ　　　　 S￥2.800/D￥5.500
Calvados Coeur de Lion Hors d’Age
ローリストン オードヴィー シードル　　　　　　  S￥18.700/D￥37.300
Lauriston Eau de Vie Cidre

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.



酒＆梅酒
Sake & Plum Wine

澤乃井 梅酒“ぷらり”　　　　　        　　　　　　　　　　　　  ￥1.100
Sawanoi Umeshu “Purari”　
澤乃井 大吟醸　                                                　　　　　　　　￥3.300
Sawanoi Daiginjyo

表示料金にはサービス料、税金が含まれております。
All prices are inclusive of tax and service charge.
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