
KYOTO CENTURY HOTEL 

ROOM SERVICE

5:30 p.m. ～ 9:00 p.m.

ご注文はお部屋からお電話 (ルームサービス) にてお申し付け下さい。

◆洋食 / SCALAE
定休日 : 水曜日・木曜日（祝日は営業）

※2021年12月
23日・29日・30日は営業しております。

◆和食 / KIZAHASHI
定休日 : 月曜日・火曜日（祝日は営業）

※2022年1月
3日・10日は営業しております。



¥16,000

シャンパーニュ / Champagne

ルイ ロデレール コレクション242 （750ml）

Louis Roederer Collection 242 N.V. 750ml

赤ワイン / Red Wine

イニエスタ ロコ ティント （750ml） / Iniesta Corazon Loco Tinto 750ml

白ワイン / White Wine

イニエスタ ロコ ブランコ（750ml） / Iniesta Corazon Loco Blanco 750ml

ビール / Beer

アサヒ スーパードライ小瓶 334ml     / Ashahi Super Dry Bottle 334ml

キリン ラガービール小瓶 334ml     / Kirin Lager Bottle 334ml

サッポロ エビス 小瓶 334ml     / Sapporo Ebisu Bottle 334ml

サントリー オールフリー（ノン アルコール） / Suntory All Free (Non-Alcoholic)

ソフトドリンク / Soft Drink

オレンジジュース / Orange Juice

コカ コーラ / Coca Cola

ジンジャーエール / Ginger Ale

黒ウーロン茶 / Oolong Tea

コーヒー（ホット / アイス） / Coffee (Hot or Ice)

紅茶（ホット / アイス） / Black Tea(Hot or Ice)

※表示価格には、サービス料10％と消費税が含まれております。

Beverage

¥6,000

¥6,000

¥1,000

¥1,100

¥1,000

¥900

¥900

¥900

¥900

¥900

¥900

¥900



前菜 / 軽食 /デザート

パン盛り合わせ

オリーブ盛り合わせ

コーンスープ

本日のスープ

ポテトフライ トリュフ風味

スカーラエサラダ

生ハムとフルーツ

チーズ盛り合わせ

ソーセージとベーコン盛り合わせ

フライドチキン

クラブハウスサンドイッチ

クロックマダム

前菜盛り合わせ

カタラーナ

パスタ

ペンネ トマトソース

スパゲッティーニ ボロネーゼ

メイン料理

スカンピのオーブン焼き

本日の魚ポワレ トマトとオリーブソース

仔羊のグリル

和牛フィレロースト 本日の仕立てで

¥900

¥2,300

¥900

¥2,300

¥1,500

¥900

¥400

※食物アレルギーのあるお客様は予めスタッフにお申し付けください。
※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になる場合がございます。
※表示価格には、サービス料10％と消費税が含まれております。

¥1,900

¥3,400

¥2,700

¥3,100

¥2,700

¥2,400

¥2,300

¥2,300

¥3,700

¥3,700

¥6,800

洋食 / SCALAE 定休日 : 水曜日・木曜日（祝日は営業）

¥2,700

¥1,000



前菜

冷奴 ¥900

湯豆腐 ¥900

野菜の煮物 ¥1,700

本日の煮物 ¥2,100

前菜三種盛り合わせ ¥2,300

造里

造里三種盛り合わせ ¥3,700

揚物

野菜天婦羅五種盛り合わせ ¥2,700

天婦羅五種盛り合わせ ¥3,700

焼物

銀鱈味噌漬け ¥2,300

本日の焼き魚 ¥2,300

食事 / キッズプレート / セットメニュー / デザート

天婦羅うどん (温)                                                                                            ¥2,700

天婦羅そば (温)                                                                                              ¥2,700

天丼 赤出汁 香の物 ¥2,700

鰻丼 吸い物 香の物 ¥4,900

釜焚き白御飯 二合 赤出汁 香の物 ¥1,900

本日の釜焚き御飯 二合 赤出汁 香の物 ¥2,500

香の物 三種盛り合わせ ¥1,400

キッズプレート ¥2,400

本日の前菜 / 海老フライ / 出巻玉子 / フライドポテト / チキンナゲット

野菜の煮物 / 黒豆蜜煮 / おにぎり二個 / 赤出汁 / 漬物 / デザート

おにぎりセット ¥2,200

おにぎり二個 小鉢三種 赤出汁 香の物

お茶漬けセット ¥2,200

鮭塩焼き 梅干し 塩昆布 海苔 あられ 山葵 御飯 出汁 香の物

本日のデザート ¥1,000
※当店では国産米を使用しております。
※食物アレルギーのあるお客様は予めスタッフにお申し付けください。
※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になる場合がございます。
※表示価格には、サービス料10％と消費税が含まれております。

和食 / KIZAHASHI 定休日 : 月曜日・火曜日（祝日は営業）



KYOTO CENTURY HOTEL 

ROOM SERVICE

5:30 p.m. ～ 9:00 p.m.

Please place an order by phone(IN ROOM DINING ) from the room.

◆【ITALIAN / SCALAE Menu】
※Closed every Wednesday and Thursday.(open on public holidays）

※December 23, 29, 30, 2021 open

◆【JAPANESE / KIZAHASHI Menu】
※Closed every Monday and Tuesday.(open on public holidays）

※January 3, 10, 2022 open



APPETIZER / LIGHT MEALS / DESSERT

Breads

Olives

Corn Soup

Today’s Soup

French Fries with Black Truffle Flavor

Salad di SCALAE

Prosciutto di Parma

Assorted Cheese Plate

Sausage and Bacon

Fried Chicken

Club House Sandwich 

Croque Madam

Assorted Appetizers

Catalana

PASTA

Penne with Tomato Sauce

Spaghettini Bolognese

MAIN

Roasted Scampi

Poeler Today’s Fish with Tomato and Olive Sauce 

Grilled Lamb 

Roasted Wagyu Beef Filet with Sauce of the Day

¥900

¥2,300

¥900

¥2,300

¥1,500

¥900

¥400

¥1,900

¥3,400

¥2,700

¥3,100

¥2,700

¥2,400

¥2,300

¥2,300

¥3,700

¥3,700

¥6,800

ITALIAN / SCALAE ※Closed every Wednesday and Thursday.(open on public holidays)

¥2,700

¥1,000

＊Please inform staff in advance of any food allergies.

＊Menu contents and production sites of ingredients may vary depending on availability.

＊The price include consumption tax and 10% service charge 



APPETIZER

Tofu (Cold) ¥900

Tofu (Hot)           ¥900

Simmered Vegetables ¥1,700

Today’s simmered Dish ¥2,100

Assorted THREE Kinds of Appetizer ¥2,300

SASHIMI

Assorted THREE Kinds of Sashimi ¥3,700

TEMPURA

Assorted FIVE Kinds of Vegetable Tempura ¥2,700

Assorted FIVE Kinds of Tempura ¥3,700

GRILLED DISH

Grilled Cod ¥2,300

Today’s Grilled Fish ¥2,300

RICE DISH / KID’S PLATE / SET MENU / DESSERT

Japanese Udon Noodles with Tempura (Hot)                                                                   ¥2,700

Japanese Soba Noodles with Tempura (Hot) ¥2,700

Templa Rice Bowl, Red miso soup, Japanese Pickles ¥2,700

Eel Rice Bowl, Red soup, Japanese Pickles ¥4,900

Kettle cooked rice(two cups) Red miso soup, Japanese Pickles ¥1,900

Today’s Kettle cooked rice(two cups) Red miso soup, Japanese Pickles ¥2,500

Three Assorted Japanese Pickles ¥1,400

KID’S PLATE ¥2,400

Appetizer of the Day, Deep-Fried Prawns, Japanese Omelette, French Fries,

Chicken Nugget, Simmered Vegetables, Sweet Black Beans

Rice Ball SET                                                                                                                ¥2,200

Rice Ball, Small Bowl, Red miso soup, Japanese Pickles

CHAZUKE SET                                                                                                                    ¥2,200

Steamed Rice, Japanese Pickles, Grilled Salmon, Salted Plum, Seaweed, WASABI

Today’s Dessert ¥1,000

JAPANESE / KIZAHASHI※Closed every Monday and Tuesday.(open on public holidays)

＊We serve Japanese rice. 

＊Please inform staff in advance of any food allergies.

＊Menu contents and production sites of ingredients may vary depending on availability.

＊The price include consumption tax and 10% service charge 


