
ルームサービス

洞爺の眺望を楽しみながら
お好みのスタイルでゆったりダイニング

Enjoy leisurely in-room dining withthe grand view of Toya.

ルームサービスメニューは、ご注文が集中した際には、お時間がかかる場合がございます。

Please note that we might have your time to deliver
if  room service would be inundated with orders.

Room Service

内線（ext.）14
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季節の青菜とリンゴの野菜ジュース
Juice made with Seasonal Greens and Apple

旬の生野菜 柚子胡椒と白味噌ソース
日本蜜蜂の山蜜漬け紀州南高梅
鹿部町産の鱈子　雑魚とわさび漬け

ウィンザーホテル洞爺“帆森好の卵”（栃木の農場より）
Seasonal Vegetables with Yuzu Pepper Dipping Sauce

Honey Pickled Nankoh-Plum
SHIKABE Salted Cod Roe 

Dried Fish, Pickled Japanese Horseradish
Windsor Hotel TOYA Poromoi Eggs (from Tochigi)

札幌市場より届く本日の魚料理
出汁巻き卵と香の物

椎茸と蓮根の挽肉団子又は本日の煮物料理
コクの深い北海道産“とよまさり”大豆の手作り豆腐
洞爺の海より淡雪塩・山葵・生絞り菜種油を添えて

Fish of  the Day from the Sapporo Market
Dashi-Maki Omelet, Pickled Vegetables 

Shiitake and Lotus Root Meatball or Today's Simmered Dish
Homemade “Toyomasari” Tofu with Condiments
Toya Crystal Sea Salt, Wasabi and Rapeseed Oil

“ななつぼし” “おぼろづき” “ゆめぴりか” 
ウィンザーホテル独自のブレンド米と
羊蹄のふき出し湧水の釜炊きご飯

伊達米味噌と白味噌 麹 季節の幸のお味噌汁
House Blended Toya Rice

“Nanatsuboshi”  “Yumepirika”  “Oborozuki” 
Cooked with Spring Water from Mount Yotei Served in a Dogama-Clay Pot

Seasonal Soup with House Blended Miso

京都御所之園のほうじ茶
Roasted Green Tea from Goshonoen, Kyoto

¥3,800
（¥4,598)

和朝食  Japanese Breakfast     7：00～9：30 (Last Order)  #14 

※（  ）内はサービス料10%と消費税10%を含んでおります。
※仕入れ状況により、食材の産地、メニュー内容が変わる場合がございます。 
※食物アレルギーのあるお客様は、事前にお申し出ください。 
＊The price enclosed in (  ) includes 10% service charge and 10% consumption tax. 
＊Menu contents may vary due to daily availability of seasonal ingredients.
＊Please let us know in advance of any food allergies.
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洋朝食 ブレックファスト  Breakfast 7：00～10：00 (Last Order)  #14 

※（  ）内はサービス料10%と消費税10%を含んでおります。
※仕入れ状況により、食材の産地、メニュー内容が変わる場合がございます。 
※食物アレルギーのあるお客様は、事前にお申し出ください。 
＊The price enclosed in (  ) includes 10% service charge and 10% consumption tax. 
＊Menu contents may vary due to daily availability of seasonal ingredients.
＊Please let us know in advance of any food allergies.

　ブレックファストセットメニュー  
  Breakfast Set Menu

■ウィンザースタイル ブレックファスト 
　Windsor Style Breakfast

グリーンサラダ、オリジナルウィンナーソーセージ、卵料理、温野菜
自家製パン、ヨーグルトとフルーツ、ジャム、バター
Green Salad, Original Sausage, Egg Dishes, Hot Vegetables
Homemade Bread, Yogurt with Fruit, Jam and Butter

卵料理、ドリンク、コーヒー・紅茶より1品ずつお選びください。
Please select 1 item from each cotegory. (Egg Dish, Drink, coffee / tea)

［卵料理］オムレツ、スクランブルエッグ、フライドエッグ、ボイルドエッグ、ポーチドエッグ
                Egg Dish : Omelet, Scrambled, Fried, Boiled or Poached

［ドリンク］オレンジジュース、グレープフルーツジュース、アップルジュース
            トマトジュース、北海道産ミルク
                 Drink : Orange Juice, Grapefruit Juice, Apple Juice, Tomato Juice or 
                 Hokkaido Milk

［コーヒー・紅茶］コーヒーまたは紅茶（ストレート、レモン、ミルク）
                             Coffee or Tea (Straight, with Lemon or with Milk)

■ジャンボンスタイル ブレックファスト 
　Jambon Style Breakfast

特製ジャンボン（ハム）のサラダ仕立て 温度卵添え
自家製パン、ヨーグルトとフルーツ、ジャム、バター
Jambon d’ Os with Fresh Salad and Soft Boiled Egg
Homemade Bread, Yogurt with Fruit, Jam and Butter

ドリンク、コーヒー・紅茶より、1品ずつお選びください。
Please select 1 item each category. (Drink, Coffee / Tea)

［ドリンク］オレンジジュース、グレープフルーツジュース、アップルジュース
            トマトジュース、北海道産ミルク
                 Drink : Orange Juice, Grapefruit Juice, Apple Juice, Tomato Juice or 
                 Hokkaido Milk

［コーヒー・紅茶］コーヒーまたは紅茶（ストレート、レモン、ミルク）
                             Coffee or Tea (Straight, with Lemon or with Milk)

¥3,800
（¥4,598)

¥3,800
（¥4,598)
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　ブレックファストセットメニュー  
  Breakfast Set Menu

■コンチネンタル ブレックファスト 
　Continental Breakfast

グリーンサラダ、自家製パン、ヨーグルトとフルーツ、ジャム、バター
Green Salad, Homemade Bread, Yogurt with Fruit,　Jam and Butter.

ドリンク、コーヒー・紅茶より、1品ずつお選びください。
Please select 1 item from each category. (Drink, Coffee / Tea)

［ドリンク］オレンジジュース、グレープフルーツジュース、アップルジュース
            トマトジュース、北海道産ミルク
                 Drink : Orange Juice, Grapefruit Juice, Apple Juice, Tomato Juice or 
                 Hokkaido Milk

［コーヒー・紅茶］コーヒーまたは紅茶（ストレート、レモン、ミルク）
                             Coffee or Tea (Straight, with Lemon or with Milk)

洋朝食 ブレックファスト  Breakfast 7：00～10：00 (Last Order)  #14 

※（  ）内はサービス料10%と消費税10%を含んでおります。
※仕入れ状況により、食材の産地、メニュー内容が変わる場合がございます。 
※食物アレルギーのあるお客様は、事前にお申し出ください。 
＊The price enclosed in (  ) includes 10% service charge and 10% consumption tax. 
＊Menu contents may vary due to daily availability of seasonal ingredients.
＊Please let us know in advance of any food allergies.

¥2,800
（¥3,388)
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 和食
  Japanese

海の幸と野菜の天丼（お椀付き）
Rice Bowl with Tempura of  Sea Food and Vegetables, Japanese Style Soup

おにぎり [たらこ/うめぼし] （お椀付き）
Rice Balls ［Cod Roe /Pickled Plum］ and Japanese Style Soup 

おろし蕎麦 (冷たい蕎麦にそばつゆをかけ、絡めて召し上がる蕎麦です)
Cold Soba Noodles with Grated Radish 

海の幸と野菜の天ぷら盛り合わせ
Assorted Tempura

昼食  Lunch 12：00～14：30 (Last Order)  #14 

※（  ）内はサービス料10%と消費税10%を含んでおります。
※仕入れ状況により、食材の産地、メニュー内容が変わる場合がございます。 
※食物アレルギーのあるお客様は、事前にお申し出ください。 
＊The price enclosed in (  ) includes 10% service charge and 10% consumption tax. 
＊Menu contents may vary due to daily availability of seasonal ingredients.
＊Please let us know in advance of any food allergies.

¥2,800
（¥3,388)

¥1,200
（¥1,452)

¥1,800
（¥2,178)

¥2,500
（¥3,025)
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※（  ）内はサービス料10%と消費税10%を含んでおります。
※仕入れ状況により、食材の産地、メニュー内容が変わる場合がございます。 
※食物アレルギーのあるお客様は、事前にお申し出ください。 
＊The price enclosed in (  ) includes 10% service charge and 10% consumption tax. 
＊Menu contents may vary due to daily availability of seasonal ingredients.
＊Please let us know in advance of any food allergies.

 サラダ、スープ、ライトミール
  Salad, Soup, Light Meal

ポタージュ
Potage

フレッシュグリーンサラダ
Fresh Green Salad

チーズの盛り合わせ
Cheese Assortment

北海道の帆立貝・茄子・トマトのパスタ
Pasta with Scallop and Eggplant, Tomato Sauce 

サンドウィッチ（チーズ、ハム、野菜）
Sandwich (Cheese, Ham, Vegetables)

じゃがいものフライドポテト ケチャップとマスタード
Fried Potato with Ketchup and Mustard

ブーランジュリー ウィンザーのベーカリーバスケット（3種）
Bakery Basket from Boulangerie Windsor (3 kinds)

［ Main Dishes ］
国産ポークのトマトラグー（煮込料理）
Domestic Pork Tomato stew 

北海道産和牛のサイコロステーキ グレーヴィーソース
Hokkaido Wagyu Cube Beef  Steak with Gravy

チーズ & トマトハンバーグ
Hamburg Steak with Cheese & Tomato (Beef  & Pork)

じっくり煮込んだ和牛のビーフカレー ライス・温度卵添え　
“Wagyu”  Beef  Curry with White Rice

ライス　
White Rice

［ Sweets & Fresh Fruits ］ 11:00~15:00   17:00~20:30

マカロン（5個）
Macaron

ボンボンショコラ（10個）
Bonbon chocolate

ウィンザーオリジナルクッキー（16枚）　
Windsor cookie

ケークスライス3種（パウンドケーキ：プラリネ・ピスタチオ・ドライフルーツ）
Sliced Cake (Pound Cake : Praline, Pistachio, Dried Fruit)

フレッシュフルーツの盛り合わせ
Assortment of  Fresh Fruits

ランチ&ディナー  Lunch & Dinner 11：00～15：00   17：00～21：00   #14 

¥1,500
（¥1,815)

¥1,800
（¥2,178)

¥2,600
（¥3,146)

¥2,200
（¥2,662)

 ¥1,800
（¥2,178)

¥1,500
（¥1,815)

¥800
（¥968)

¥2,800
（¥3,388)

¥5,000
（¥6,050)

¥2,800
（¥3,388)

¥2,800
（¥3,388)

¥600
（¥726)

 
¥1,500
（¥1,815)

 ¥2,800
（¥3,388)

¥1,400
（¥1,694)

¥1,200
（¥1,452)

¥3,000
（¥3,630)
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 和食
  Japanese

握り鮨（鮨8貫、お椀、水菓子）
Sushi Set (8 Pieces of  Sushi, Japanese Style Soup, Dessert)

海鮮ちらし（お椀）
Rice Bowl topped with Sashimi (Japanese Style Soup)

握り鮨（4貫）＊下記より1種類お選びください。 
Sushi（時鮭 “Tokisake” Salmon　鮪 “ Tuna”　和牛 “ Wagyu”）
*Please choose one from the above.

お椀 
Japanese Style Soup

おろし蕎麦 (冷たい蕎麦にそばつゆをかけ、絡めて召し上がる蕎麦です)
Cold Soba Noodles with Grated Radish 

海の幸と野菜の天ぷら盛り合わせ
Assorted Tempura

 中華
  Chinese

吉切鮫　尾鰭の姿煮込み　青菜添え
Braised Shark Fin

海鮮2種と野菜のうす塩あっさり炒め（2～3名様用）
Sautéed Vegetables and Seafood,, (for 2 or 3 persons )

北海道産牛肉の細切りと彩り野菜の炒め（2～3名様用）
Sautéed Shredded Beef  and Vegetables,, (for 2 or 3 persons )

四川麻婆豆腐　熱々石鍋で（2～3名様用）
Braised Tofu with Minced Pork in Sichuan Sauce,, (for 2 or 3 persons ) 

飲茶　4種盛り合わせ
4 kinds of  Dim Sum

広東風五目入り炒飯
Fried Rice with Chop Suey 

海鮮入り餡かけ焼きそば
Fried Noodles with Seafood

干し貝柱の旨味と鶏・豚エキスの上湯スープ
Scallop and Chicken Soup

夕食  Dinner 17：30～21：00（5月-9月/May-Sep.）  17：30～20：00（10月-4月/Oct.-Apr.）

※（  ）内はサービス料10%と消費税10%を含んでおります。
※仕入れ状況により、食材の産地、メニュー内容が変わる場合がございます。 
※食物アレルギーのあるお客様は、事前にお申し出ください。 
＊The price enclosed in (  ) includes 10% service charge and 10% consumption tax. 
＊Menu contents may vary due to daily availability of seasonal ingredients.
＊Please let us know in advance of any food allergies.

¥8,000
（¥9,680)

¥5,000
（¥6,050)

¥3,500
（¥4,235)

¥800
（¥968)

¥1,800
（¥2,178)

¥2,500
（¥3,025)

¥7,600
（¥9,196)

¥4,800
（¥5,808)

¥4,800
（¥5,808)

¥3,700
（¥4,477)

¥2,000
（¥2,420)

¥2,500
（¥3,025)

¥2,500
（¥3,025)

¥2,200
（¥2,662)
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フレッシュグリーンサラダ
Fresh Green Salad

チーズ&トマトハンバーグ
Hamburg Steak with Cheese & Tomato (Beef  & Pork)

じっくり煮込んだ和牛のビーフカレー ライス・温度卵添え　
“Wagyu”  Beef  Curry with Hokkaido White Rice

北海道の帆立貝・茄子・トマトのパスタ
Pasta with Scallop and Eggplant, Tomato Sauce 

チーズの盛り合わせ
Cheese Assortment 

北海道産じゃがいものフライドポテト ケチャップとマスタード
Fried Potatoe with Ketchup and Mustard

国産ポークのトマトラグー（煮込料理）
Domestic Pork Tomato Stew

ライス
White Rice

ブーランジェリー ウィンザーベーカリーバスケット（3種）
Bakery Basket from Boulangerie Windsor (3 kinds)

アフターディナー  After Dinner 21：00～23：30  (Last Order)  #14 

※（  ）内はサービス料10%と消費税10%を含んでおります。
※仕入れ状況により、食材の産地、メニュー内容が変わる場合がございます。 
※食物アレルギーのあるお客様は、事前にお申し出ください。 
＊The price enclosed in (  ) includes 10% service charge and 10% consumption tax. 
＊Menu contents may vary due to daily availability of seasonal ingredients.
＊Please let us know in advance of any food allergies.

¥2,000
（¥2,420)

¥3,000
（¥3,630)

¥3,000
（¥3,630)

¥2,400
（¥2,904)

¥2,800
（¥3,388)

 ¥1,700
（¥2,057)

¥3,000
（¥3,630)

¥800
（¥968)

¥800
（¥968)
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プライベート ティーサロン ドリンク Private Tea Salon Beverages 

［コーヒー  Coffee ］
コーヒー　　
Coffee

エスプレッソ
Espresso

ソフトエスプレッソ
Soft Espresso

［紅茶  Tea ］
ダージリン（マスカットの香り コクのある味わい） 
Darjeeling

アールグレイ（ベルガモットの香り 心地良い渋み）
Earl Grey

［ジュース  Juice ］
オレンジ、グレープフルーツ
Orange, Grapefruit

［ミネラルウォーター  Mineral Water ］
ペリエ 
Perrier

エビアン 
Evian

サンペレグリノ 
San Pellegrino

［ソフトドリンク  Soft Drink ］
まろやかな北海道産ミルク
Hokkaido Milk

コカコーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶
Coca Cola, Ginger Ale, Oolong Tea

7：00～23：30  (Last Order)  #14 

※（  ）内はサービス料10%と消費税10%を含んでおります。
※仕入れ状況により、食材の産地、メニュー内容が変わる場合がございます。 
※食物アレルギーのあるお客様は、事前にお申し出ください。 
＊The price enclosed in (  ) includes 10% service charge and 10% consumption tax. 
＊Menu contents may vary due to daily availability of seasonal ingredients.
＊Please let us know in advance of any food allergies.

¥1,000
（¥1,210)

¥1,000
（¥1,210)

¥1,000
（¥1,210)

¥1,000
（¥1,210)

¥1,000
（¥1,210)

¥1,500
（¥1,815)

¥1,000
（¥1,210)

¥1,000
（¥1,210)

¥1,000
（¥1,210)

¥1,000
（¥1,210)

¥800
（¥968)

6410933_ルームサー�ス�ィレクトリー.indd   10 2019/09/04   20:11



プライベートバー ドリンク Private Bar Beverages

［ビール  Beer ］  

ビール（小瓶） アサヒ、サッポロ
Beer (334ml)  Asahi, Sapporo

オールフリー　ノンアルコール 
SUNTORY ALL-FREE (Non Alcoholic Beer)

［日本酒  SAKE ］

将進酒（ウィンザーオリジナル銘酒）大吟醸原酒
Shoushinsyu (Windsor Original Sake)      　

旭神威 純米大吟醸酒　
Asahi Kamui

［ボトルシャンパーニュ  Champagnes by the bottle ］

ヴーヴ クリコ ポンサルダン イエローラベル
Veuve Clicquot Ponsardin Yellow Label

モエ シャンドン キュヴェ ドン ペリニョン
Moët et Chandon Cuvée Dom Pérignon

［ボトルワイン  Wines by the bottle ］

I.G.P  ペイ ドック（ウィンザー ハウス ワイン) 白・赤   
I.G.P. Pays d'Oc (Windsor House Wine) White/Red

シャブリ　ウィリアム　フェーヴル(白)
Chablis, William Fèvre (White)

シャトー タヤック キュヴェ ルビー(赤)
Château Tayac Cuvée Rubis (Red)

レ　ザリュム　ド　ラグランジュ(白)
Les Arums de Lagrange (White)

カレラ セントラルコースト ピノノワール(赤)
Calera Central Coast Pinot Noir (Red)

7：00～23：30  (Last Order)  #14 

※（  ）内はサービス料10%と消費税10%を含んでおります。
※仕入れ状況により、食材の産地、メニュー内容が変わる場合がございます。 
※食物アレルギーのあるお客様は、事前にお申し出ください。 
＊The price enclosed in (  ) includes 10% service charge and 10% consumption tax. 
＊Menu contents may vary due to daily availability of seasonal ingredients.
＊Please let us know in advance of any food allergies.

¥1,000
（¥1,210)

¥1,000
（¥1,210)

(90ml) Glass  ¥1,800
（¥2,178)

(90ml) Glass  ¥1,500
（¥1,815)

¥15,000
（¥18,150)

(half) ¥9,000
（¥10,890)

¥40,000
（¥48,400)

¥5,000
（¥6,050)

¥9,000
（¥10,890)

¥9,000
（¥10,890)

¥13,000
（¥15,730)

¥12,600
（¥15,246)
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