Breakfast set
ブレックファスト セット

Please choose one juice and coffee or tea from the following
セットにジュースとコーヒー または 紅茶をお選びください

Orange, grapefruit, apple, cranberry, carrot, tomato
オレンジ グレープフルーツ アップル クランベリー キャロット トマト

The Parisian breakfast
パリジャンブレックファスト

2,500

Bakery basket - Please select 3 pieces from the following selection
ベーカリーバスケット - お好きなものを3個お選び下さい

white toast, whole wheat toast, rye toast, baguette
croissant, chocolate croissant, danish, brioche, muffin, gluten-free bread
ホワイトトースト 全粒粉トースト ライトースト バゲット
クロワッサン チョコレートクロワッサン デニッシュ ブリオッシュ マフィン グルテンフリーブレッド

Ham and camembert cheese
ハムとカマンベールチーズ

or または

Cereal - from the following selection
シリアル - 下記よりお選びください

corn flakes, all bran, chocolate crispies, granola, hot oatmeal, Bircher muesli
コーンフレーク オールブラン チョコレートクリスピー グラノーラ オートミール ビルヒャーミューズリー

Sliced fruit
フルーツプレート

The French Kitchen breakfast
フレンチキッチンブレックファスト

One of the following item in addition to the Parisian breakfast
パリジャンブレックファストに加えて下記より卵料理を1品お選び下さい

Two eggs any style - fried, scrambled, poached boiled
卵料理 - 目玉焼き スクランブルエッグ ポーチドエッグ ゆで卵

or または

Omelette with your choice of topping - tomato, mushroom, ham, spinach, bell pepper, onion, cheese
オムレツ - お好みのトッピング - トマト マッシュルーム ハム ほうれん草 ピーマン オニオン チーズ

or または

Eggs Benedict - poached egg, English muffin, ham, hollandaise sauce
エッグベネディクト - ポーチドエッグ イングリッシュマフィン ハム オランデーズソース

Side for eggs - 3 items from the following selection
卵料理のサイドディッシュ - 3種類お選びください

roasted potatoes, roasted tomatoes, sautéed mushrooms, hash browns
crispy bacon, pork sausages, chicken sausages, baked ham
ローストポテト ローストトマト キノコのソテー ハッシュブラウン
クリスピーベーコン ポークソーセージ チキンソーセージ ハム

3,700

Buffet
Cereals, yoghurt, salad, fruit, cold cuts in addition to a variety of bread, freshly baked croissants
our chefs are pleased to offer any egg dishes made to order
eggs Benedict and French toast are also served
ホテルメイドの焼き立てクロワッサンや種類豊富なパンに加えシリアル ヨーグルト サラダ
コールドカット フルーツの他に温かいお料理や目の前でシェフがお好みの卵料理を提供
人気のフレンチトーストやエッグベネディクトもお召し上がりいただけます

3,700

The healthy breakfast
ヘルシーブレックファスト

3,700

Low fat yoghurt, acai, blueberries
低脂肪ヨーグルト アサイー ブルーベリー

Sliced fruit
フルーツプレート

Mix green salad, fruit tomato, avocado, onion, quinoa
ミックスグリーンサラダ フルーツトマト アボカド オニオン キヌア

Egg white omelette of your choice of topping, steamed vegetable-tomato, mushroom, ham, spinach, bell pepper, onion, cheese
卵白のオムレツ お好みのトッピング スチームベジタブル - トマト マッシュルーム ハム ほうれん草 ピーマン オニオン チーズ

or または

Pan-fried tofu, steamed vegetable, tomato vinaigrette
豆腐のソテー スチームベジタブル トマトビネグレット

or または

Hot oatmeal, chia seed, blueberries, almonds
オートミール チアシード ブルーベリー アーモンド添え

Japanese breakfast (available from 7:00 AM)
和朝食

（午前7時00分よりご用意いたします）

3,700

Steamed rice or rice porridge

Miso soup

御飯 または お粥

味噌汁

Grilled fish

Pickled vegetable

焼魚

香の物

Assorted small dishes

Sliced fruit

小鉢盛り合わせ

果物

Ⓥ Vegetarian ベジタリアン
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

A la carte breakfast
アラカルト

Fruits & juice
フルーツ・ジュース

Orange, grapefruit, apple, cranberry, carrot, tomato

1,150

オレンジ グレープフルーツ アップル クランベリー キャロット トマト

Banana smoothie

1,250

バナナスムージー

Berry smoothie

1,350

ミックスベリースムージー

Mixed berries

1,600

ミックスベリー

Sliced assorted fruits

2,100

フルーツ盛り合わせ

Cereal & yogurt
シリアル・ヨーグルト

Yogurt - plain, low fat

850

ヨーグルト - プレーン 低脂肪

Cereals - corn flakes, all bran, chocolate crispies, granola, hot oatmeal

900

シリアル - コーンフレーク オールブラン チョコレートクリスピー グラノーラ ホットオートミール

Bircher muesli, blue berries and almonds

900

ビルヒャーミューズリー ブルーベリー アーモンド添え

Eggs & breakfast favorite
卵料理・その他

Two eggs in any style - fried, scrambled, poached, boiled

1,750

お好みの卵料理 - 目玉焼き スクランブルエッグ ポーチドエッグ ゆで卵

Omelette with your choice of toppings - tomato, mushroom, ham, spinach, bell pepper, onion, cheese

1,750

オムレツ - お好みのトッピング - トマト マッシュルーム ハム ほうれん草 パプリカ オニオン チーズ

Eggs Benedict - poached eggs, English muffin, ham, hollandaise sauce

1,750

エッグベネディクト - ポーチドエッグ イングリッシュマフィン ハム オランデーズソース

Eggs Royale - smoked salmon, poached eggs, croissant, hollandaise sauce

1,750

エッグロワイヤル - スモークサーモン ポーチドエッグ クロワッサン オランデーズソース

Side for eggs- 3 items from the following selection
卵料理のサイドディッシュ - 3種類お選びください

roasted potatoes, roasted tomatoes, sautéed mushrooms, hash browns
crispy bacon, pork sausages, chicken sausage, baked ham
ローストポテト ローストトマト キノコのソテー ハッシュブラウン
クリスピーベーコン ポークソーセージ チキンソーセージ ハム

Ⓥ Pancakes or waffles with condiments - whipped cream, fresh berries, butter, maple syrup, honey

1,150

パンケーキ または ワッフル コンディメント添え - ホイップクリーム ベリー バター メープルシロップ ハニー

Ⓥ French toast, cinnamon sugar, maple syrup

1,150

フレンチトースト シナモンシュガー メープルシロップ

Ⓥ Chinese congee

1,150

中華粥

Bakery
ベーカリー

Basket of bakeries 3 pieces / 5 pieces
ベーカリーバスケット 3 種類 / 5種類

650 / 950

