
Hilton Tokyo Bay

※料金には税金、サービス料金が含まれます。
※お車を運転される方へのアルコール飲料の提供はいたしかねます。 English menu is on the other side.

Poolside
Lunch Menu

Food
窯出しタンドリーチキンセット
ナン・ライタ（ヨーグルト）付き

バターチキンカレーセット
ナン・ライタ（ヨーグルト）付き

ビーフハンバーガー

ロコモコ丼

盛岡冷麺

シーザーサラダ

ホットドッグ

キッズオムライスプレート
フライドポテト・ミニハンバーグ・

オニオンリング・ブロッコリー・ミニトマト

キッズカレープレート
フライドポテト・ミニハンバーグ・

オニオンリング・ブロッコリー・ミニトマト

フライドチキン＆フライドポテト

フライドポテト

アメリカンドッグ

キュウリの一本漬け

枝豆

あたたかいコーンスープ

かき氷
いちご ／ パイナップル ／ キウイ ／ ピーチ ／ マンゴー

¥2,500

¥2,500

¥2,800

¥2,500

¥2,000

¥1,800

¥1,500

¥1,250

¥1,250

¥1,250

¥800

¥500

¥500

¥500

¥500

¥700

Beverage

モエ・エ・シャンドン モエ アンぺリアル

シャンパン

シャンドン ブリュット

シャンドン ガーデン スプリッツ

¥2,300¥2,300グラス ¥13,680¥13,680ボトル

¥1,500¥1,500グラス ¥8,080¥8,080ボトル

¥1,600¥1,600グラス ¥9,000¥9,000ボトル

スパークリングワイン

生ビール

ノンアルコールビール ドライゼロ

¥1,280
¥500

¥1,280
¥500

ビール

カベルネ・ソーヴィニヨン ／ シャルドネ

ワイン ¥950¥950グラス ¥5,500¥5,500ボトル

オレンジジュース ／ コカ・コーラ ／ ジンジャーエール ／
アクエリアス ／ 綾鷹 ／ ウーロン茶 ／
ミネラルウォーター ／  ザ・タンサン・ストロング

ソフトドリンク ¥500¥500

コーヒー／紅茶 （ホット／アイス） ¥500¥500

・ 見ためスイカのフローズン
　（いちご ／ マンゴー）

・ ユニコーンピニャコラーダ
・ 金魚モヒート
・ あひるブルーハワイ

¥1,380

¥1,280
¥1,280
¥1,280

¥1,380

¥1,280
¥1,280
¥1,280

うきわをイメージしたWAKUWAKUカクテル

¥900
¥1,280

¥900
¥1,280

フレッシュフルーツドリンク

アルコール入り（ウォッカ）

まるごと絞った柑橘果汁入り
フレッシュフルーツドリンク

・ オレンジ ＋ ピーチ ＋ ソーダ

・ グレープフルーツ ＋ パッションフルーツ ＋ ソーダ

・ レモン ＋ ブルーシロップ＋ソーダ



Hilton Tokyo Bay
Poolside

*Price inclusive of taxes and service charge. 
* We respectfully refrain from serving alcohol beverage to drivers. 日本語メニューは裏面にございます。

Food

Lunch Menu

Tandoori Chicken Set
+ Naan, Raita (Yogurt)

Butter Chicken Curry Set
+ Naan, Raita (Yogurt) 

Beef Hamburger

Loco Moco

Morioka Cold Noodles

Caesar Salad

Hot Dog

Kids Omurice Plate
+ Fried Potatoes, Mini-Hamburg,

Onion Ring, Broccoli, Cherry Tomato

Kids Curry Plate
+ Fried Potatoes, Mini-Hamburg,

Onion Ring, Broccoli, Cherry Tomato

Fried Chicken & French Fries

French Fries

Corn Dog

Pickled Cucumber

Edamame

Corn Soup (Hot)

Shaved Ice
Strawberry / Pineapple / Kiwi /Peach/ Mango

¥2,500

¥2,500

¥2,800

¥2,500

¥2,000

¥1,800

¥1,500

¥1,250

¥1,250

¥1,250

¥800

¥500

¥500

¥500

¥500

¥700

Beverage

Moët & Chandon Moët Impérial　

Champaign

Chandon Brut 

Chandon Garden Spritz　

¥2,300¥2,300Glass ¥13,680¥13,680Bottle

¥1,500¥1,500Glass ¥8,080¥8,080Bottle

¥1,600¥1,600Glass ¥9,000¥9,000Bottle

Sparkling Wine

¥1,280
¥500

¥1,280
¥500

・ Watermelon look-like frozen cocktail
   (Strawberry / Mango)

・ Unicorn Pina Colada
・ Goldfish Mojito
・ Duck Blue Hawaii 

¥1,380

¥1,280
¥1,280
¥1,280

¥1,380

¥1,280
¥1,280
¥1,280

WAKUWAKU Cocktail 

・ Fresh Squeezed Orange + Peach Puree + Soda

・ Fresh Squeezed Grapefruit

　+ Passion Fruit Syrup + Soda

・ Fresh Squeezed Lemon + Blue Syrup + Soda

¥1,280¥1,280¥900¥900 +Vodka

Freshly Squeezed Fruit Juice

Draft

Non-Alcoholic  Asahi DRY-ZERO

Beer

Cabernet Sauvignon / Chardonnay

Wine ¥950¥950Glass ¥5,500¥5,500Bottle

Orange Juice / Coca-Cola / Ginger Ale / Aquarius /
Green Tea / Oolong Tea / Natural Mineral Water /
Sparkling Water

Soft Drink ¥500¥500

Coffee, Tea (Hot / Cold) ¥500¥500


