
 

朝食 

6：30 am ～ 11：00 am 

 

コンチネンタルブレックファスト  \1,980 （小麦、卵、乳製品、ナッツ類）  

ジュース：オレンジ／グレープフルーツ／アップル／トマト 

 

モーニングベーカリー：お好みのパンを３個お選びください。バター,蜂蜜とジャムと共に 

クロワッサン／デニッシュ／ブリオッシュ／マフィン／バターロール 

米粉パンプレーン ／米粉パンメープル  /ホワイトブレッド／ 

ホールウィートブレッド 

 

ヨーグルト：プレーンヨーグルト／低脂肪ヨーグルト／ストロベリーヨーグルト 

 

フルーツ：季節のフレッシュフルーツプレート 

 

飲み物：コーヒー／カフェインレスコーヒー／紅茶（ミルク／レモン） 

ハーブティー／ホットチョコレート 

 

 

アメリカンブレックファスト   \3,080 （小麦、卵、乳製品、ナッツ類） 

ジュース：オレンジ／グレープフルーツ／アップル／トマト 

 

モーニングベーカリー：お好みのパンを３個お選びください。バター,蜂蜜とジャムと共に 

クロワッサン／デニッシュ／ブリオッシュ／マフィン／バターロール 

米粉パンプレーン ／米粉パンメープル  /ホワイトブレッド／ 

ホールウィートブレッド 

 

卵料理:お好みの卵料理とサイドミートをお選びください 

・フライ／オムレツ／スクランブル／ポーチ／ボイル 

・ベーコン／ソーセージ／ハム 

グリルトマト,ハーブマッシュルームとフライドポテト添え 

 

ヨーグルト：プレーンヨーグルト／低脂肪ヨーグルト／ストロベリーヨーグルト 

 

フルーツ：季節のフレッシュフルーツプレート 

 

飲み物：コーヒー／カフェインレスコーヒー／紅茶（ミルク／レモン） 

ハーブティー／ホットチョコレート 



 
和朝食         \3,740 （小麦、乳製品、蟹、胡麻） 

焼き魚,煮物,皿物,珍味,果物 

お好みのお食事をお選びください：御飯／御粥 

味噌汁,香の物 

ほうじ茶 

 

 

【ブレックファースト アラカルト セレクション】 

 

シリアル ＊お好みのミルクをお選びください。ミルク／ローファットミルク／豆乳  \770 

・コーンフレーク  
・コーンフロスティー 

・玄米フレーク 

・ミューズリー (小麦、ナッツ類)  

・チョコワ （小麦、乳製品、ナッツ類） 

・温かいミューズリー 季節のベリー添え （小麦）  \990 

 

ベーカリー (小麦、乳製品)  

＊お好みのパンを３個お選びください。バター,蜂蜜とジャムと共に    \770 

ホワイトブレッド／ホールウィートブレッド／ライブレッド／米粉パンプレーン  

米粉パンメープル クロワッサン／デニッシュ／マフィン／バターロール 

 

 

平飼い卵料理（卵 2 個使用） （小麦、卵、乳製品） 

＊お好みの卵料理とサイドミートをお選びください 

・フライ／オムレツ／スクランブル／ポーチ／ボイル \1,650 

・ベーコン／ソーセージ／ハム 

グリルトマト,ハーブマッシュルームとフライドポテト添え 

 

・ハム＆チーズオムレツ （小麦、卵、乳製品） \1,870 

グリルトマト,ハーブマッシュルームとフライドポテト添え 

 

・エッグベネディクト （小麦、卵、乳製品） \1,980 

スモークサーモン／プロシュートハムよりお選びください 

 

 

ホットカーボ（小麦、卵、乳製品、ナッツ類）  

・パンケーキ／ワッフル／フレンチトースト  \1,870 

ミックスフルーツ,蜂蜜,ホイップクリーム,ラズベリーソース添え 

 

 



 
ローカルディッシュ 

・白粥  薬味各種,香の物付き(小麦、蟹、胡麻)  \1,380 

・鮭と小松菜の雑炊 （乳製品、胡麻） \1,540 

・うどん わかめ,御浸し(小麦、乳製品、胡麻)    \1,540 

・親子丼,味噌汁,香の物添え（小麦、卵、乳製品、蟹） \2,420 

 

サイドディッシュ 
・ベーコン      \390 

・ソーセージ （乳製品） \390 

・ハム （卵、乳製品） \390 

・フライドポテト （小麦）  \390 

・モーニングサラダ：レモンドレッシング ／和風ドレッシング （小麦） \940 

 

ヨーグルト  

・プレーンヨーグルト／低脂肪ヨーグルト／ストロベリーヨーグルト （ナッツ類） \660 

 

フルーツ  

・フレッシュフルーツサラダ  \770 

・フレッシュフルーツと本日の野菜のスムージーボール  \1,100 

 

ベジタリアンメニュー 

 

・野菜のスチーム,ゴマと柚子胡椒豆腐ディップ （胡麻）  \1,980 

・野菜のポトフ サフラン風味,海藻ラヴィゴットソースと共に  \2,200 

 

 

お子様料理 

・チーズオムレツ【卵 2個使用】ベーコンとソーセージ （小麦、卵、乳製品） \770 

・フルーツサラダ,オレンジスープと共に   \770 

・お子様うどん わかめ,御浸し（小麦、卵、乳製品） \880 

・ワッフル／パンケーキ （小麦、卵、乳製品、ナッツ類）  \990 

フルーツシャンティーとチョコレートソース添え 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ランチ＆ディナー 

11：00 am ～ 深夜 12：00 am 

 

 

グランカフェにてピッツァのデリバリーを始めました。（5:00pm ～11:00pm） 

詳細は館内インフォメーションの各レストラン営業時間 QRコードより、ご確認ください。 

ご不明な点はお部屋のお電話より、内線 2602までお問い合わせください。 

※ルームサービスのご注文は、ゲストサービスセンターにて承ります。 

 

 

アペタイザー 

・イタリアンコールドミートとグリッシーニ （小麦） \1,540 

・ソイミートとミックスビーンズのトマトラグー （小麦）  \1,760 

(トルティーヤチップス,ビーガンチーズシュレッド,アボカドワカモーレ) 

・スモークサーモン ガーデンベジタブルとレモンドレッシング  \1,980 

・クリスピーポテトと野菜のロースト オレンジバルサミコソース  \1,980 

 

 

サラダ 

・浦安産豆腐と海藻のヘルシーサラダ 千葉産ゆずのぽん酢しょうゆ（小麦） \990 

・シーザーサラダ：ベーコンビッツ,パルメザンシェーブ,ガーリッククルトン（小麦、卵、乳製品）  \1,760 

・ガーデンサラダ：パンプキンシード,クルミ,彩あられ揚げ,和風ドレッシング（小麦、ナッツ類）  \1,760 

・カプレーゼ：トマト,モッツァレッラチーズとバジルペーストドレッシング （乳製品）  \1,980 

 

 

 

スープ 

・チバザポークと根菜の豚汁 （小麦、乳製品、胡麻） \990 

・ミネストローネスープ  \990 

・野菜のポトフ サフラン風味,海藻ラヴィゴットソースと共に  \2,200 

 

 

 

サンドイッチとバーガー 

・クラブサンドイッチ （小麦、卵、乳製品） \2,530 

(ローストチキン,ベーコン,フライドエッグ,レタス,トマト) 

フライドポテト添え 

 



 
・ベジタブルサンドイッチ （小麦、ナッツ類）  \2,530 

(ライブレッド,リーフレタス,トマト,ビーガンチーズ,アボカド,ビーガンマヨネーズ) 

スイートポテトチップス添え 

・ビーフバーガー （小麦、卵、乳製品、胡麻） \3,520 

(グリルビーフパテ,レタス,トマト,グリルオニオン,コルニッションピクルス) 

フライドポテト添え 

＊お好みのトッピングをお選びください。 

チェダーチーズ／グリルドベーコン \330 

 

パスタ 

・季節野菜のトマトソーススパゲッティー （小麦）  \2,310 

・カルボナーラスパゲッティー （小麦、卵、乳製品） \2,310 

 

 

メインディッシュ 

＊全てのお料理はパンかライスがお選びいただけます 

 

・フィッシュ＆チップ,スズキのビアバターフライ (小麦、卵、乳製品) \2,640 

レモン,タルタルソース,モルトビネガー,フライドポテト 

 

・ローストサーモン,レモン＆オリーブソース （乳製品）  \2,860 

マッシュポテト,クリームスピナッチ,アイシングトマト 

 

・ビーフサーロインのグリル,ポートワインソース （小麦、乳製品） \3,960 

レモンバターアスパラガス,パルメザンとトリュフ風味のフライドポテト 

 

 

アジアン 

・ナシゴレン,インドネシア風フライドライス,チキンサテーとシュリンプクラッカー \1,980 

 （小麦、卵、乳製品、落花生、海老、ナッツ類）    

・タイグリーンカレーライス (海老、ナッツ類）  \1,980 

・鶏とピーナッツの焼きそば (小麦、卵、落花生、ナッツ類) \1,980 

・海老塩ラーメン:豆乳塩味スープ(海老,彩り野菜,3色薬味) （小麦、乳製品、海老、胡麻）  \1,980 

・パーコー麺：下総醤油スープ(骨付きポークカツ,3色薬味) （小麦、卵、乳製品、海老、胡麻）  \2,200 

 

 

日本食 

・うどん（揚げ,ちくわ天,わかめ,御浸し）(小麦、卵、乳製品、胡麻)  \1,980 

・野菜のスチーム,ゴマと柚子胡椒豆腐ディップ （胡麻）  \1,980 



 
・親子丼,味噌汁,香の物添え （小麦、卵、乳製品、蟹） \2,420 

・ビーフカレーライス,コンディメント添え （小麦、乳製品、胡麻） \3,080 

・サーロインステーキ丼,味噌汁,香の物添え （小麦、蟹、胡麻） \3,300 

・とんかつ,ご飯,味噌汁,香の物添え（小麦、卵、乳製品、蟹）  \3,300 

 

 

デザート 

・フルーツカクテル,季節のフレッシュフルーツとベリー,カクテルシロップ  \880 

・ティラミス,マスカルポーネのパルフェグラス (小麦、卵、乳製品、ナッツ類)   \1,210 

・千葉産ピーナッツモンブラン,塩キャラメルソースとピーナッツチュイル   \1,210 

(小麦、卵、乳製品、落花生、ナッツ類)      

・ミルフィーユパイ,カスタードクリームとミックスベリー (小麦、卵、乳製品、ナッツ類)  \1,320 

・フレッシュフルーツプレート,季節のフルーツ盛り合わせ  \3,630 

 

 

お子様料理 

・チーズオムレツ（2個）ベーコンとソーセージ (小麦、卵、乳製品) \770 

・フルーツサラダ,オレンジジューススープと共に  \770 

・うどん(わかめ,御浸し) (小麦、卵、乳製品) \880 

・チキンナゲットとフライドポテト (小麦、卵)  \990 

・アイスクリームとシャーベット,ビスキーとミックスベリー添え(小麦、卵、乳製品、ナッツ類)  \990 

・スパゲッティー,スイートトマトソース (小麦)  \1,210 

・スパゲッティー,ミートソース (小麦、乳製品) \1,210 

・甘口チキンカレーライス (小麦、乳製品)  \1,210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  このマークはグルテンフリーです。 

 このマークは動物由来の食材を使用しておりません。 

 

 このマークはアルコールと豚肉,鶏肉を使用しておりません。 



 

   お飲み物 
     6：30 am ～ 深夜 12：00 am 

 

ソフトドリンク 

・オレンジジュース \770 

・グレープフルーツジュース \770 

・アップルジュース \770 

・トマトジュース \770 

・ウーロン茶 \770 

・コーラ \770 

・コーラゼロ \770 

・トニックウォーター \770 

・ジンジャーエール \770 

・フレッシュオレンジジュース \1,430 

・フレッシュグレープフルーツジュース \1,430 

 

 

コーヒー・紅茶  

・ホットコーヒー \770 

・アイスコーヒー \770 

・カフェインレスコーヒー \770 

・カフェラテ \770 

・カプチーノ \770 

・エスプレッソ \770 

・カフェモカ \770 

・ミルク \770 

・ローファットミルク \770 

・豆乳 \770 

・イングリッシュブレックファスト \770 

・アールグレイ \770 

・ダージリン \770 

・カモミール \770 

・カフェインレスティー  \770 

・アイスティー \770 

・ホットチョコレート \770 

・アイスチョコレート \770 

 

 



 
ミネラルウォーター 

・エビアン 750ml \1,000 

・ペリエ 750ml \1,000 

 

 

ビール 

・国産ビール(334ml) キリン／アサヒ／サッポロ／サントリー \1,000 

・輸入ビール ハイネケン／ギネス \1,100 

・舞浜地ビール \1,400 

 

 

日本酒  

・甲子 純米吟醸 300ml（千葉県酒々井） \1,600 

 

 

梅酒  

・梅酒紀行 300ml（千葉県酒々井） \1,600 

 

 

シャンパン 

・モエ エ シャンドン アンぺリアル ハーフボトル \7,700 

・モエ エ シャンドン アンぺリアル フルボトル \13,750 

・ドン ペリニョン \39,000 

 

 

白ワイン 

・北信シャルドネ（日本） \10,000 

・シャブリ プルミエ クリュ（フランス） \14,500 

・スタッグス・リープ シャルドネ（アメリカ） \15,000 

 

 

赤ワイン 

・長野メルロー（日本） \10,000 

・ペンフォールズ ビン 8 カベルネシラーズ（オーストラリア） \13,000 

・ベリンジャー ソノマコースト ピノノワール（アメリカ） \14,000 

 

 

 

 



 

ドッグ・ラバーズ・スイート 

at トーキョーベイ メニュー 

ドッグメニューの販売は、2100号室～2119号室のみとなります。 
7：00 am ～ 深夜 12：00 am 

 

 

ドッグ・ラバーズ・スイート atトーキョーベイメニューは、お客様の責任、判断のもとでお与えいただ

けますようお願い申し上げます。 

食材は厳選し調理をしておりますが、万一食材に起因する問題が発生いたしましても、当ホテルは一切

責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。 

 

 

 

ディッシュ 

・サーモン、カッテージチーズとクスクスサラダ              \800 

・チキンとブロッコリーのトマトリゾット   \800 

・サーモン、わかめ、小松菜の全粒粉ペンネパスタ  \800 

・サーモンソテー コーンミールポレンタとスチームベジタブル  \1,400 

・チキングリル コーンミールポレンタとスチームベジタブル  \1,400 

・チキンハンバーガー ベークドポテト  \1,400 

 

 

 

スイーツ 

・パンプキンマフィン  \500 
・ロールケーキ  \500 
・バースデーケーキ   \1,400 

 

 

 

 

 

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル  

〒279-0031 千葉県浦安市舞浜 1-9  

TEL：047-355-5555 


