tramezzini breakfast
トラメッツィーニ ブレックファスト

juice：orange, grapefruit or apple
ジュース：オレンジ または グレープフルーツ または アップル

parma ham and mozzarella tramezzini, green salad
生ハムとモッツァレラのトラメッツィーニ サンドイッチ グリーンサラダ添え

coffee or tea
コーヒー または 紅茶

2,300

fiorentina breakfast
フィオレンティーナ ブレックファスト

juice：orange, grapefruit or apple
ジュース：オレンジ または グレープフルーツ または アップル

bakery - ciabatta, croissant
ベーカリー - チャバタ クロワッサン

plain omelette or fried eggs
プレーンオムレツ または 目玉焼き

pork sausage, sautéed mushroom, broccoli
ポークソーセージ マッシュルームソテー ブロッコリー

mozzarella cheese, tomato, green leaf salad
モッツァレラチーズ トマト グリーンリーフサラダ

berry yoghurt, sliced fruit
ベリーヨーグルト フルーツ

coffee or tea
コーヒー または 紅茶

3,500

fiorentina pancakes pistachio cream

2,450

フィオレンティーナ パンケーキ ピスタチオクリーム

tuscan minestrone

almond croissant

270

アーモンドクロワッサン

1,400

ミネストローネ

plain or berry yoghurt

600 / 800

プレーンヨーグルト / ベリーヨーグルト

daily soup

1,000

本日のスープ

fruit plate
フルーツ盛り合わせ

caprese - fruit tomato, mozzarella

1,350

フルーツトマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ

prices are subject to consumption tax and a 15% service charge
上記価格に消費税と15％のサービス料を頂戴いたします

to greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies or restrictions
食材にアレルギーのあるお客様、食事制限がおありのお客様は、ご注文の際に係りの者にお申し付けください

Grand Hyatt Tokyo is ISO 22000:2018 certified, internationally recognized as the highest food safety management system.
グランド ハイアット 東京は、お客様が安心・安全にお食事をお楽しみいただけるよう、食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000:2018を取得しております

1,750

dessert menu
デザートメニュー

calzone

chocolate banana

fiorentina pancakes

カルツォーネ

チョコレートバナナ

フィオレンティーナ パンケーキ

melted italian chocolate
mascarpone cheese, berry

chocolate rice crispy
banana, chocolate ice cream

pistachio cream

イタリア産チョコレート
マスカルポーネチーズ ベリー

チョコレートライスクリスピー
天空のバナナ チョコレートアイス

1,800

1,500

ピスタチオクリーム

2,450
900

dolce

tiramisu

デザート

ティラミス

coffee

coffee, espresso, cafè latte, cappuccino, iced coffee, iced latte, iced au lait

コーヒー

コーヒー / エスプレッソ / カフェラテ / カプチーノ / アイスコーヒー / アイスラテ / アイスオレ

iced drink

iced tea

アイスドリンク

アイスティー

1,050
1,000

iced royal milk tea, iced cocoa

1,250

アイスロイヤルミルクティー / アイスココア

tea

english breakfast, darjeeling, assam, earl grey

紅茶

イングリッシュブレックファスト / ダージリン / アッサム / アールグレイ

herbal tea

lemon verbena, chamomile, mint, rose hip

ハーブティー

レモンヴァビーナ / カモミール / ミント / ローズヒップ

organic soda

blood orange, italian ginger, pomegranate

オーガニックソーダ

ブラッドオレンジ / イタリアンジンジャー / ザクロ

cream soda

strawberry, melon, blue hawaii

クリームソーダ

ストロベリー / メロン / ブルーハワイ

fiorentina soft float

coke, iced coffee

ソフトクリームフロート

コーラ / アイスコーヒー

soft drink

coca cola, coca cola zero, ginger ale

ソフトドリンク

コカコーラ / コカコーラ ゼロ / ジンジャーエール

juice

orange, grapefruit, blood orange

ジュース

オレンジ / グレープフルーツ / ブラッドオレンジ

1,000
1,000
1,300
950
1,250
850
1,150
900

tomato, peach, apple
トマト / ピーチ / アップル

takahata winery grape juice

1,400

高畠ワイナリーぶどうジュース

1,500

ishigaki pineapple juice
石垣島パインジュース

mineral water

panna, san pellegrino 500ml / 1000ml

ミネラル ウォーター

パンナ / サンペレグリノ
prices are subject to consumption tax and a 15% service charge
上記価格に消費税と15%のサービス料を頂戴いたします

to greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies or restrictions
食材にアレルギーのあるお客様、食事制限がおありのお客様は、ご注文の際に係りの者にお申し付けください

Grand Hyatt Tokyo is ISO 22000:2018 certified, internationally recognized as the highest food safety management system.
グランド ハイアット 東京は、お客様が安心・安全にお食事をお楽しみいただけるよう、食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000:2018を取得しております

800 / 1,450

