ビバレッジ メニュー

グラスワイン セレクション
シャンパーニュ
白ワイン
赤ワイン
ノンアルコール スパークリングワイン

¥2,970
¥2,200 / ¥2,750
¥2,200 / ¥2,750
¥1,650

シャンパーニュ
ルイ ロデレール コレクション

375ml ¥8,250

ボランジェ スペシャルキュヴェ

750ml ¥14,300

ローラン ペリエ ラ キュヴェ

750ml ¥14,300

ヴーヴ クリコ イエローラベル ブリュット

750ml ¥18,700

ローランペリエ キュヴェ ロゼ ブリュット

750ml ¥25,300

ペリエ ジュエ ベル エポック

750ml ¥55,000

ドン ペリニヨン

750ml ¥55,000
375ml ¥27,500 / 750ml ¥82,500

クリュッグ グランド キュヴェ

スパークリングワイン
カ デル ボスコ フランチャコルタ キュヴェ プレステージ

750ml ¥9,900

フェッラーリ マキシマム ロゼ ブリュット

750ml ¥11,000

白ワイン
シャブリ (フランス / シャルドネ)

375ml ¥4,840

甲州 テロワール セレクション 祝 (日本 / 甲州)

750ml ¥8,800

サンセール (フランス / ソーヴィニヨン ブラン)

750ml ¥8,800

ソアヴェ クラッシコ ラ ロッカ (イタリア / ガルガーネガ)

750ml ¥11,000

クラウディ ベイ ソーヴィニヨン ブラン テ ココ (ニュージーランド / ソーヴィニヨン ブラン) 750ml ¥14,300
フランシス コッポラ ディレクターズ カット シャルドネ (アメリカ / シャルドネ)

750ml ¥14,300

プラネタ コメータ (イタリア / フィアーノ)

750ml ¥16,500

ムルソー (フランス / シャルドネ)

750ml ¥20,900

赤ワイン
ハーン エステート ピノ ノワール (アメリカ / ピノ ノワール)

375ml ¥5,500

ジョエル ゴット カベルネ ソーヴィニヨン (アメリカ / カベルネ ソーヴィニヨン)

375ml ¥6,600

シャトー サン ドミニク (フランス / メルロー)

750ml ¥8,800

テラザス レゼルバ マルベック (アルゼンチン / マルベック)

750ml ¥9,350

クロ デュ ヴァル メルロー (アメリカ / メルロー)

750ml ¥14,300

ジュヴレ シャンベルタン (フランス / ピノ ノワール)

750ml ¥15,400

オー ボン クリマ イザベル ピノ ノワール (アメリカ / ピノ ノワール)

750ml ¥17,600

ブルネッロ ディ モンタルチーノ (イタリア / サンジョヴェーゼ)

750ml ¥17,600

シャトー ラグランジュ (フランス / カベルネソーヴィニヨン)
ルーチェ (イタリア / サンジョヴェーゼ)

375ml ¥10,450 / 750ml ¥20,900
750ml ¥41,800

サッシカイア (イタリア / カベルネ ソーヴィニヨン)

750ml ¥41,800

オーパス ワン (アメリカ / カベルネ ソーヴィニヨン)

750ml ¥110,000

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料15%を加算させていただきます。

ビバレッジ メニュー

ボトル ビール
アサヒ

¥1,430

サッポロ

¥1,430

キリン

¥1,430

サントリー

¥1,430

ギネス

¥1,430

ノンアルコール ビール

¥1,430

日本酒
八海山によるパレスホテル東京プライベートブランド「壱ノ壱ノ壱」
180ml ¥2,200 / 720ml ¥8,800

壱ノ壱ノ壱 特別本醸造

ソフト ドリンク
コカコーラ

¥1,210

コカコーラ ゼロ

¥1,210

ジンジャーエール

¥1,210

LAS レモンライム

¥1,210

ウーロン茶

¥1,210

トマトジュース

¥1,540

ベジタブルミックスジュース

¥1,540

フレッシュオレンジジュース

¥1,650

フレッシュグレープフルーツジュース

¥1,650

本日のコールドプレスジュース

¥2,530

ミネラルウォーター
エビアン

¥1,320

サンペレグリノ (スパークリング)

¥1,320

ペリエ (スパークリング)

¥1,320

カフェ セレクション
パレスホテル東京 オリジナル ハウスブレンドコーヒー

¥1,650

エスプレッソ

¥1,650

カプチーノ

¥1,650

カフェラテ (ソイラテ、アーモンドラテ)

¥1,650

カフェインレスコーヒー

¥1,650

ホットチョコレート

¥1,650

ティー セレクション
イングリッシュブレックファスト

¥1,650

ダージリン

¥1,650

ペパーミント

¥1,650

カモミール

¥1,650

記載料金には消費税が含まれており、別途サービス料15%を加算させていただきます。

