
Atrium Lounge Grand menu アトリウムラウンジ グランドメニュー

Darjeeling

English Breakfast

ダージリン

イングリッシュブレックファースト

Earl Grey

Assam Bari Irish Breakfast

アールグレイ

アッサム バリ アイリッシュ ブレックファスト

RONNEFELDT TEA ロンネフェルト紅茶ロンネフェルト紅茶

￥1,540

1,540

￥1,540

1,540

RONNEFELDT HERBAL TEA ロンネフェルトハーブティーロンネフェルトハーブティー

Green Dragon Lung Ching

Fruity Camomille *

Ayurveda Herbs & Ginger *

Jasmine Gold 

Morgentau

Sweet Berries *

Refreshing Mint *

Rooibos Cream Orange *

Wellness *

グリーンドラゴン ロンジンチャ

フルーティーカモミール

アーユルヴェーダ
ハーブ＆ジンジャー

ジャスミンゴールド

モルゲンタウ

スイートベリーズ

リフレッシングミント

ルイボスクリームオレンジ

ウェルネス

中国を代表する「龍井茶」はさわやかな味わい。シンプルな緑茶でほのかに甘みを感じます。

カモミールとオレンジの優しい香りのブレンドハーブティー。

生姜、アニス、フェンネル、レモングラスなどをブレンドした。心と体のことを考えたハーブティー。

ジャスミンの香りただよう爽やかなティー。

中国緑茶にバラの花びら、マンゴーのアロマをブレンド。

ハイビスカス、りんご、ラズベリーなどをブレンドした。甘酸っぱい味わいのティー。

爽快感のあるミントとレモングラスのブレンド。さっぱりしたい食後に。

ルイボスがベースでオレンジとクリームの優しい香りが。人気のハーブティー。

ルイボス、レモングラスなどのブレンドハーブティー。気分を爽快にさせてくれるハーブティー。

Delicate leaf buds picked by hand for this rare, delicately tart yet refreshing tea.

Deliciously wholesome camomile blended with the gentle sweetness of orange petals.

This Ayurveda tea has a powerful freshness that can only ginger, lemon grass, 

liquorice and lemon verbena can give.

Freshly plucked jasmine petals diffuse their gentle flavor over this delicate Chinese green tea.

This modern classic is a fascinating tea composition with large-leafed Sencha and 

subtle fruit flavourings and petals.

The surprisingly full flavor of berries that comes from sumptuous pieces of fruit and real juices.

The typical, relaxing properties of mint with a new dimension in freshness with added lemon grass.

A full-bodied Rooibos from South Africa with a creamy and delicate vanilla flavor

and the verge of ripe oranges.

Cooling and revitalizing herbal infusion with rooibos and freshly daring ingredients.

￥1,540

1,540

1,540

1,540

1,540

1,540

1,540

1,540

1,540

*Caffeine free / カフェインレス

Coffee

Decaffeinated Coffee

Espresso

コーヒー

カフェインレスコーヒー

エスプレッソ

Caffè Mocha

Caffè Latte

Cappuccino

Hot Chocolate

カフェモカ

カフェラテ

カプチーノ

ホットチョコレート

COFFEE & SPECIAL  コーヒー &スペシャルコーヒー &スペシャル

￥1,540

1,540

1,595

￥1,617

1,617

1,617

1,540
ミルクは、ミルク／低脂肪／豆乳からお選びいただけます
Your choice of regular milk / low-fat / soybean milk

Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.

表記価格には消費税が含まれております。別途 13％のサービス料を頂戴いたします。



Acqua Panna

San Pellegrino

アクアパンナ

サンペリグリノ

Perrier
ペリエ

MINERAL WATER ミネラルウォーターミネラルウォーター

330ml500ml

500ml

750ml

FranceItaly

Italy

￥1,078￥1,078

 1,078

 1,320

Orange / grapefruit / apple / tomato / pineapple

Please ask for today's choice 

オレンジ /グレープフルーツ /アップル /トマト /パイナップル

係の者にお尋ねください。

Juice

Today's Fresh Juice

ジュース

本日のフレッシュ ジュース

SOFT DRINKS ソフトドリンクソフトドリンク

￥1,078

1,078

1,078

1,078

Coca-Cola

Coca-Cola zero

Ginger Ale

Tonic Water

コカ・コーラ

コカ・コーラ ゼロ

ジンジャーエール

トニックウォーター

￥1,188

1,980

Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.

表記価格には消費税が含まれております。別途 13％のサービス料を頂戴いたします。

Japanese Black Tea

和紅茶
Genmaicha
玄米茶

JAPANESE TEA 日本茶日本茶

￥1,540 ￥1,540



Draft Beer - Asahi Super Dry

InterContinental Craft Beer

生ビール　アサヒスーパードライ

インターコンチネンタル クラフトビール

Non-Alcohol Beer 
Asahi Dry Zero

Bottle Beer 瓶ビール
 Kirin Lager / Sapporo / Heineken / Corona

ノンアルコールビール アサヒドライゼロ

キリンラガー / サッポロ / ハイネケン / コロナ

BEER ビールビール

￥1,155

1,320

￥1,540

1,540

330ml

300ml

334ml

Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.

表記価格には消費税が含まれております。別途 13％のサービス料を頂戴いたします。

Bottle 750ml

Glass  

Glass 120ml

FINE SELECTION OF WINE  おすすめワイン

テルモン レゼルヴ ブリュット

テルモン レゼルヴ ロゼ ブリュット

ジム バリー 
ザ ロッジ ヒル リースリング

ケンウッド シックス リッジズ 
シャルドネ

スタッグス リープ ワイン セラー 
アヴィータ ソーヴィニヨン ブラン

ジ アイリー ヴィンヤーズ 
ダンディー ヒルズ

シャトー ミラヴァル

Telmont Réserve Brut

Telmont Réserve Rosé Brut

Jim Barry 
The Lodge Hill Riesling, Australia

Kenwood Six Ridges 
Chardonnay, U.S.A.

Stag's Leap Wine Cellars Aveta 
Sauvignon Blanc, U.S.A.

The Eyrie Vineyards, 
Dundee Hills Pinot Gris, U.S.A.

Château Miraval, Cinsault Blend, France

Red Wine

Non-Alcohol Wine

キャノンボール メルロー 

スペルバウンド カベルネ ソーヴィニヨン

ニールソン ワインズ サンタ 
バーバラ カウンティ ピノノワール

クロ デュ ヴァル カベルネ ソーヴィニヨン

スタッグス リープ ワイン セラーズ 
アルテミス カベルネ ソーヴィニヨン

スパークリング - ピエール ゼロ ロゼ

白ワイン - ワイサー トラウベンモスト

赤ワイン - 
ブドウジュース ローター トラウベンモスト

Cannonball, Merlot, U.S.A.

Spellbound 
Cabernet Sauvignon, U.S.A.

Nielson Wines, Santa Barbara 
County Pinot Noir, U.S.A.

Clos Du Val, 
Cabernet Sauvignon, U.S.A.

Stag's Leap Wine Cellars 
Artemis Napa Valley, 
Cabernet Sauvignon, U.S.A.

Sparkling - Pierre Zero Rose

White - Weisser Traubenmost

Red - Roter Traubenmost

￥11,000

11,000

12,100

17,600

26,400

1,650

 1,100

 1,100

￥2,200

2,200

2,420

Bottle 750mlGlass 120ml

￥16,500

19,800

9,900

12,100

12,100

16,500

17,600

￥3,080

1,980

2,420

2,420

Champagne

White Wines

Rose Wines



Grey Goose 

Ketel One 

Hendrick's 

Ki-no-bi 

Havana club 3years 

Bacardi 8 

Yamazaki 

Yoichi 

Ichiro's Malt Mizunara Wood Reserve

Yamazaki 12 years old 

Woodford Reserve, Distillers Reserve

Chivas Regal 12 y.o. 

Basil Hayden's 

Oban 14 years old 

Glenmorangie 18 years old

グレイグース

ケテル ワン

ヘンドリックス

季の美

ハバナ クラブ 3 年

バカルディ エイト

山崎

余市

イチローズモルト ミズナラウッドリザーブ

山崎 12 年

ウッドフォードリザーヴ ディスティラーズ リザーブ

シーバスリーガル 12 年

ベイゼル ヘイデン

オーバン 14 年

グレンモ－レンジィ 18 年

PREMIUM SPIRITS SELECTION プレミアム スピリッツ セレクションプレミアム スピリッツ セレクション

￥ 2,420

 3,300

1,760

 1,760

 2,200

 1,980

2,200

 2,200

 2,200

 2,500

 2,200

 2,420

 2,500

￥ 2,200

 1,980

 2,310

 2,420

 1,980

 1,980

 2,750

 2,750

 3,300

 5,060

1,980

 2,090

 2,200

 2,750

 3,850

45ml or Mix 45ml or MixVodka 

Gin 

Rum 

Japanese Whisky 

World Whisk(e)y

Espolon Blanco 

Tequila Ocho 8 Anejo

Kahlua 

Bailey's 

Grand Marnier Cordon Rouge 

Amaretto Disaronno

Tequila Sunrise

Negroni

Aperol Spritz

Kir Royale

Black Russian

Dark and Stormy

Nikka Session Highball

エスポロン ブランコ

テキーラ オチョ アネホ

カルーア コーヒーリキュール

ベイリーズ クリーム リキュール

グラン マルニエ コルドン ルージュ

アマレット ディサローノ

テキーラサンライズ

ネグローニ

アペロール スピリッツ

キール ロワイヤル 

ブラック ルシアン

ダーク ストーミー

ニッカセッション ハイボール

Tequila

Liqueur 

Cocktails

Tequila, Orange Juice, Grenadine Syrup

Gin, Campari, Sweet Vermouth

Aperol, Sparkling Wine, Soda Water

Sparkling Wine, Crème de Cassis

Vodka, Coffee Liqueur

Dark Rum, Fevertree Ginger Beer

Nikka Session Whisky, Club Soda

テキーラ、オレンジジュース、グレナデンシロップ 

ドライ・ジン、カンパリ、スウィート ベルモット

アペロール、スパークリング ワイン

スパークリングワイン、クレーム ド カシス

ウォッカ、コーヒー リキュール

ダーク ラム、フィーバーツリー ジンジャービア

ニッカ セッション ウイスキー、クラブソーダ

Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added.

表記価格には消費税が含まれております。別途 13％のサービス料を頂戴いたします。



MEAL お食事お食事

Served from 11:00 a.m.

Seasonal 
green leaf salad

Salad Niçoise

Caesar salad

Mezza

Onion gratin soup

Today's vegetable potage

Today's potato dish or French fries

Fish & Chips

Daily six kinds of tapas

Cheese platter

Vegetable sticks with miso mayonnaise

季節の野菜サラダ

ニソワーズサラダ

シーザーサラダ

メッザ

オニオングラタンスープ

本日の野菜のポタージュ

本日のポテト料理 または フレンチフライ

白身魚とポテトのフライ モルトビネガーとタルタルソース添え　

本日の 6 種タパス

チーズプラッター

野菜スティック 味噌マヨネーズ添え

ドレッシングをお選びください

フレンチ / 和風 / 中華風 / サウザンアイランド / バルサミコ

ドレッシングをお選びください

フレンチ / 和風 / 中華風 / サウザンアイランド / バルサミコ

ロメインレタス、シーザードレッシング、パルメザンチーズ、クルトン、アンチョビ

グリルチキン、スモークサーモンまたはボイル海老添え

ひよこ豆と胡麻ペーストのディップ、ローストオリーブ、ピクルス、ピタパン、

胡瓜とヨーグルトのソース、クスクスサラダ

内容は係りにお尋ねください。

内容は係りにお尋ねください。

4 種チーズをドライフルーツとご一緒に

served with your choice of dressing;

French / Japanese / Chinese / Thousand island / Balsamic

with your choice of dressing;

French / Japanese / Chinese / Thousand island / Balsamic

Romaine lettuce, Caesar dressing, Parmesan cheese, croutons, anchovies

with grilled chicken, smoked salmon or boiled prawn

Hummus, tzatziki, roast olives, pickles, Arabic bread, couscous salad

Please ask your server for today's selection.

Please ask your server for today's selection.

Selection of 4 European cheese served with dried fruit

￥1,540

1,980

2,475

2,310

1,540

1,320

770

2,420

3,300

3,300

1,650

SALAD

SOUP

LIGHT MEALS

Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added. Menu items subject to change due to season.
Request you to please inform us of any food allergies, dietary or religious restrictions that you may have.

表記価格には消費税が含まれております。別途 13％のサービス料を頂戴いたします。季節によりメニューアイテムは一部変更いたします。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、

提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

Please ask our staffs if you need any information on the food origin.

産地情報についてはスタッフにお気軽にお尋ねください。



Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added. Menu items subject to change due to season.
Request you to please inform us of any food allergies, dietary or religious restrictions that you may have.

表記価格には消費税が含まれております。別途 13％のサービス料を頂戴いたします。季節によりメニューアイテムは一部変更いたします。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、

提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

MEAL お食事お食事

Club sandwich

Smoked salmon sandwich 

Pastrami sandwich 

Sandwich with Iberico ham

Vegetarian Wrap

Cheese Burger 

with French fries

Spaghetti Bolognese

Spaghetti with tomato and basil sauce

Spaghetti with seafood, chili, garlic and olive oil

Beef and vegetable curry - Japanese style

Fried noodle

クラブサンド

スモークサーモンサンドイッチ

パストラミサンドイッチ

イベリコハムのサンドイッチ

野菜のラップ

チーズバーガー
フレンチフライ添え

スパゲッティ ボロネーゼ

スパゲッティ トマトとバジルのソース

スパゲッティ シーフードペペロンチーノ

牛肉と野菜のカレー

タイ風焼きそば

チキンブレスト、卵焼き、ベーコン、トマト、レタス

スモークサーモン、ライ麦パン、クリームチーズ、ロメインレタス、マヨネーズ、トマト、きゅうり

パストラミ、胡麻バンズ、粒マスタード、マヨネーズ、ロメインレタス、トマト、ピクルス

フランスパン、トマト、セルバチコ、ミニサラダ

リコッタチーズ、サンドライトトマト、きゅうり、ルッコラ、人参

国産ビーフ 175ｇ、胡麻バンズ、チェダーチーズ、ベーコン、

レタス、トマト、オニオン、ピクルス

Chicken breast, omelet, bacon, tomato, lettuce

Smoked salmon, rye bread, cream cheese, Romaine lettuce, mayonnaise, 

tomato, cucumber

Pastrami, sesame bun, whole grain mustard, mayonnaise,

Romaine lettuce, tomato, pickled cucumber 

French bread, fresh tomato cube, olive oil, salvatica, mini salad

Ricotta, sun-dried tomato, cucumber, arugula and carrot

175g domestic beef burger, sesame bun, cheddar cheese, bacon, 

lettuce, tomato, onion and pickles

￥2,970

2,585

2,695

2,805

2,475

3,080

2,530

2,200

2,640

3,190

2,200

SANDWICHES AND BURGERS

MAIN

All sandwiches are complemented with potato chips. Add ￥300 to change it to French Fries.
サンドイッチにはポテトチップスをお付けします。追加￥300 でフレンチフライに変更いただけます。

Please ask our staffs. If you need any information on the food origin.

産地情報についてはスタッフにお気軽にお尋ねください。

Served from 11:00a.m.



Fresh fruit platter

Ice cream

Strawberries dipped in whipped cream or condensed milk

Chocolate

Cake and your choice of coffee or tea

Your choice of Macaron 

and coffee or tea

フレッシュフルーツプラッター

アイスクリーム

新鮮な苺をホイップクリーム　または　コンデンスミルクで

チョコレート

ケーキセット

マカロンセット

内容は係りにお尋ねください。

内容は係りにお尋ねください。

お好きなケーキとコーヒー、紅茶を下記よりお選びください。

お好きなマカロンとコーヒー、紅茶を下記よりお選びください。

Please ask your server for today's selection.

Please ask your server for selection.

Your choice of cake from our cake trolley.

Coffee or tea to be chosen from below.

Please choose the beverages from below.

Coffee

Espresso

Caffè Latte

Cappuccino

コーヒー

エスプレッソ

カフェラテ

カプチーノ

COFFEE コーヒーコーヒー

Darjeeling

Earl Grey

English Breakfast

ダージリン

アールグレイ

イングリッシュブレックファースト

TEA 紅茶紅茶

￥2,750

1 scoop　660

1,705

1,595

￥2,420   

2,420   

DESSERTS デザート

Served from 10:00am

Prices including consumption tax. An additional 13% service charge will be added. Menu items subject to change due to season.
Request you to please inform us of any food allergies, dietary or religious restrictions that you may have.

表記価格には消費税が含まれております。別途 13％のサービス料を頂戴いたします。季節によりメニューアイテムは一部変更いたします。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、

提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。


