
Prices are included of taxes and 13% service charge.

上記料金には税金 ・ サービス料 (13%) が含まれます。

ZATTA Bites

Taraba Crab Cake

Hand cut potato wedges

ZATTA Fiery Chicken Wings (Mild or Spicy)

ZATTA Assorted Dirty Snacks

Nachos

Cheese and Cold Cut Plateau

タラバクラブケーキ

ポテトウェッジ

ZATTA チキンウイング

ザタ ダーティースナック

ナチョス

チーズ＆コールドカットプレート

Whipped avocado, bacon dust, mache

Whipped chives sour cream

Ranch dressing

Beef croque�e, chicken nuggets and crispy calamari rings
with mustard, ketchup, sweet chilli

with meat sauce, avocado, sour cream, tomato and cheese

Swiss cheese, gouda cheese, bierwurst, salami,
pickled pearl onions, grain mustard, cornichon

¥2,500

¥1,100

¥1,700

¥2,400

¥1,700

¥2,400

Plain Banana Bread Slice

Pain au Chocolat

Pain au Chocolat et Banane

Croissant au Beurre

Croissant aux Amandes

Coquille aux Raisins 

プレーンバナナブレッドスライス

パンオショコラ

バナナ パンオショコラ

バタークロワッサン

アーモンドクロワッサン

レーズンデニッシュ

¥300

¥400

¥600

¥400

¥500

¥500

To go with your favorite beverage.
お好きなドリンクと共にお楽しみください。

Beans & Leaves
by illy & Art of Tea

So� Drink

コカコーラ、 コカコーラゼロ、 ジンジャーエール

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、 クランベリージュース、 パイナップルジュース

フィーバーツリー　トニックウォーター、 ジンジャービア―

レッドブル

Coca Cola, Coca Cola Zero, Ginger Ale

Orange Juice, Grapefruit Juice

Apple Juice, Cranberry Juice, Pineapple Juice

Fever Tree  Tonic Water or Ginger Beer

Red Bull

サン ベネデット

サン ベネデット 発泡

San Benede�o (750ml)

San Benede�o Sparkling Water (750ml)

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥1,200

コーヒー ( ホット又はアイス )、 エスプレッソ

カフェラテ ( ホット又はアイス )、 カプチーノ

ココナッツラテ、 キャラメルラテ、 ココア

アイスティー

ジェイドソード ( 緑茶 )

ロイヤルミルクティー

Coffee (Hot or Ice), Espresso

Caffe La�e (Hot or Ice), Cappuccino

Coconut La�e, Caramel La�e, Cocoa

Iced Tea

Organic Standard Tea Selec�on

Flavored Tea and Herb Tea Selec�on

Jade Sword (Green Tea)

Royal Milk Tea

¥1,400

¥1,600

¥1,600

¥1,400

¥1,500

¥1,700

¥1,700

¥1,700

Pa�sserie

Mineral Water

English Breakfast (Assam), Earl Grey, Darjeeling
イングリッシュブレックファースト、 アールグレイ、 ダージリン

Tropical Blend, Hibiscus Berry, Rose & Beauty,
Egyp�an Chamomile, French Lemon Ginger 
トロピカルブレンド、 ハイビスカスベリー、 ローズビューティー、
エジプシャンカモミール、 フレンチレモンジンジャー



Steak Sandwich with Garlic Bu�er Ciaba�a

Metropolitan Free Range Organic Burger

Za�a Club Sandwich

Truffle herb shoestring potatoes

Smoked bacon, cheddar, crispy onion, sriracha aioli,
shoestring potatoes

Fries, roasted chicken breast, yuzu mayonnaise, tomato, 
bacon, egg

ステーキサンドイッチ、 ガーリックバターチャバタ

メトロポリタンオーガニックビーフバーガー

ザタ クラブハウスサンドイッチ

¥2,600

¥3,900

¥3,400

BBQ Beef Brisket Sliders
 

Texas BBQ Pork Spare Ribs

Asian Braised Beef Short Ribs

U.S New York Striploin 250g

Mains

バーベキュービーフブリスケットスライダー

テキサス BBQ ポークスペアリブ

アジア風煮込みビーフショートリブ

U.S ニューヨークストリップロイン

Sweet potato bun, served with seasonal grilled corn on 
the cob and crispy farmer potato wedges

Served with seasonal grilled corn on the cob and crispy 
farmer potato wedges

Served with seasonal grilled corn on the cob and crispy 
farmer potato wedges

Red wine sauce, served with seasonal grilled corn on the 
cob and crispy farmer potato wedges

¥2,900

¥2,900

¥2,700

¥6,000

Seafood Market Basket
 

Applewood Smoked and Broiled Sustainable
ASC Cer�fied Norway Salmon

Fish and Chips

Seiryuu Prefecture Broiled Half Chicken

Hainanese Chicken

Teppan Wagyu Steak Bowl

シーフードバスケット

アップルウッドスモーク、 グリル ASC 認証ノルウェーサーモン

フィッシュアンドチップス

清流鶏の炙り焼き

海南チキン

和牛ステーキ丼

with crab legs, prawn, poached oysters, mussels, scallops,
sausage, corn, potato tossed with cajun bu�er

cajun bu�ernut squash and cumin mint puree, lemon 
caper and meat glaze

beer ba�er fish, lemon, tartar

roasted asparagus, smoothie celeriac, potato tuile, 
preserved lemon sauce

chicken broth ginger rice, chilli, garlic

Beef, garlic rice, ginger sauce, 3 kinds of vegetables
Served between 11:30 - 14:30/ 17:30 - 19:00

¥3,100

¥2,800

¥2,800

¥2,400

¥2,400

¥9,000
Pasta and Riso�o

Sandwich and Burgers

Ar�san Burrata

Spicy Tuna Poke Bowls

Caesar Salad

ブラータ

スパイシーツナポケボウル

シーザーサラダ

confit tomatoes, basil oil, tomato dressing, 
balsamic pearl, tomato dentelle

with tobiko, avocado, spicy mayo, scallion

¥2,400

¥2,600

¥2,200

Prices are included of taxes and 13% service charge.

上記料金には税金 ・ サービス料 (13%) が含まれます。

フルーツ盛り合わせ

Dessert

New York Cheese Cake
ニューヨークチーズケーキ

¥1,500

Crunch Chocolate Cake
クランチチョコレートケーキ

¥1,500

Hilton Tokyo Original Short Cake
ヒルトンオリジナルショートケーキ

¥1,500

Assorted Seasonal Fruits ¥2,400

 

Appe�zers

Fregola Sarde
フレグラリゾット

Peas, confit egg, parmesan, truffle essence

¥1,900

Roasted chicken / Smoked salmon / Roasted bacon
Sliced avocado / Marinated olives

Toppings

Cold Seasonal Corn Cappucino Soup
とうもろこしの冷製カプチーノスープ

Sour cream, caramel popcorn, corn silk 

¥1,100

Pasta of the Day
日替わりパスタ

¥2,400

¥900
¥700



ZATTA Signature Cocktails
(Non Alcohol)

Prices are included of taxes and 13% service charge.

上記料金には税金 ・ サービス料 (13%) が含まれます。

Marmalade Julep
Marmalade jam, lime juice, 
orange juice, soda
マーマレード ジュレップ

¥1,800

¥1,800Cafe Colada
Pineapple, coconut syrup,
vanilla syrup, espresso

カフェコラーダ

Berry Bear
Hibiscus berry tea, lychee syrup,
mixed berry, lemon Juice
ベリーベアー

¥1,800

 

ZATTA Mojito
(Non Alcohol)

Mint, lime juice, brown sugar, soda water

Tropical Mojito, Berry Mojito, Kiwi Mojito,
Ginger Mojito

Tradi�onal Mojito

Original Mojito Selec�on

¥1,800

¥1,800

Standard Cocktail
(Non Alcohol)

Mocktail Bellini

Mocktail Piña Colada

Cinderella

Non alcohol sparkling wine, peach juice

Coconut syrup, pineapple juice, milk

Orange juice, pineapple juice, lemon juice

¥1,600

¥1,600

¥1,600

モクテル ベリーニ

モクテル ピニャコラーダ

シンデレラ


