アメリカン・ブレックファースト

オルタナティブ・ブレックファースト

THE AMERICAN
3, 410

ALTERNATIVE BREAKFAST
Healthy & Well-balanced

フレッシュジュース または 本日のジュース

3, 410

Freshly squeezed juice or daily juice

フレッシュジュース または 本日のジュース

Freshly squeezed juice or daily juice

お好みの卵料理

豆乳とキヌアのパンナコッタ
鶏むね肉 十六穀米 フレッシュ野菜のサラダ
ほうれん草のソテーとスモークサーモン
ポーチドエッグを添えて

Two eggs prepared to your choice:

フライ、スクランブル、ポーチ、ボイル

fried, scrambled, poached, boiled
または

プレーンオムレツ

Panna cotta and chicken breast meat,
mixture of 16-cereal salad and fresh vegetables,
served with sautéed spinach, smoked salmon and poached egg

or plain omelet
ベーコンとソーセージ添え

served with bacon and sausage

米粉パン
モーニングベーカリー

または

トースト

Rice bread

Morning baked goods or toast
ハーブティー
コーヒー

または

紅茶

または

紅茶、コーヒー

Herb tea, freshly brewed coffee or tea

Freshly brewed coffee or tea

コンチネンタル・ブレックファースト

追加メニュー

THE CONTINENTAL
1,870

ハッシュブラウン

Extra Menu
500

Hash brown
+510yen

フレッシュジュース または 本日のジュース

Freshly squeezed juice or daily juice
プレーン または フルーツフレーバーの
低脂肪ヨーグルト（ハーフサイズ）
モーニングベーカリー

または

Plain or fruit-flavored low-fat yogurt
(Half)
+510yen

トースト

Morning baked goods or toast

ミックスフルーツプレート（ハーフサイズ）
コーヒー

または

Assorted seasonal fresh fruit(Half)
+750yen

紅茶

Freshly brewed coffee or tea

.

プレミアム・ブレックファースト
PREMIUM BREAKFAST

5,280

フレッシュジュース または スパークリングワイン

Freshly squeezed juice or sparkling wine
季節のサラダ タピオカと小豆の冷たいナチュラルヨーグルト

Seasonal salad, Natural yogurt with tapioca and red beans
黒トリュフが香るエッグズベネディクト
イタリア産白ワインとポルチーニ茸を使った
ザバイオーネソース
・ポーチドエッグ ・イングリッシュマフィン ・ハニーベイクドハム
・グリーン＆ホワイトアスパラガス ・ほうれん草 ・スモークサーモン

Eggs benedict served with black truffle
and porcini mushroom-flavored Zabaione sauce
･Poached egg ･English muffin・Honey-baked ham
･Green & white asparagus ･Spinach・Smoked salmon
挽き立てのコーヒー または ハーブティー
エスプレッソ、カプチーノ、ロイヤルミルクティー

Freshly ground coffee, herbal tea, espresso cappuccino or royal milk tea
小菓子

Petits fours
料金は消費税を含みますが、別途サービス料10％を申し受けます。
恐れ入りますが、携帯電話のご利用はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
Prices include consumption tax, but a service charge of 10% will be collected separately.
We respectfully request our guests to refrain from the use of cellular phones in the restaurant.

1,600

フルーツ、シリアル、ヨーグルト

ブレックファーストスペシャル

FRUITS, CEREALS AND YOGURTS

BREAKFAST SPECIALTIES

フレッシュオレンジジュース、フレッシュグレープフルーツジュース
または 本日のジュース

1,400

Freshly squeezed juice or daily juice

Ricotta cheese pancakes with honeycomb butter and Canadian maple syrup
1,630

ミックスフルーツプレート

Assorted seasonal fresh fruit

920

ドライシリアル各種
バナナスライス または フレッシュベリー添え

Selection of dry cereals with sliced bananas or fresh berries
920

プレーン または フルーツフレーバーの低脂肪ヨーグルト

Plain or fruit-flavored low-fat yogurt
920

タピオカと小豆の冷たいナチュラルヨーグルト

Natural yogurt with tapioca and red beans
自家製バーチャミューズリー

920

ミックスベリー添え

Bircher muesli with fresh mixed berries
オートミール

1,730

リコッタチーズのふんわりパンケーキ
ハニーバターとカナディアンメイプルシロップ

1,840

焼きりんごとオレンジのフレンチトースト
ヘーゼルナッツとペカンナッツ添え

Orange and hazelnut French toast, served with sautéed apples and pecan nuts
2,040

エッグズベネディクト オランデーズソース
グリーンアスパラガス添え

Traditional eggs benedict with green asparagus
1,940

マッシュルームとアスパラガスのオープンオムレツ または
エッグホワイトオープンオムレツ セミドライトマト添え

Open-face frittata, regular or egg white, with mushroom and asparagus,
served with sun-dried tomato

920

ドライフルーツ添え

Oatmeal with dried fruit

サイドオーダー

BREAKFAST SIDE ORDERS

ベーカリーセレクション

BAKED SELECTIONS
ベーカリーバスケット（ペストリー3 種盛り合わせ）

1,230

A basket of a croissant, Danish pastry and muffin

920

チキンソーセージ、ポークソーセージ、ハム、
ベーコン（レギュラー または クリスピー）

Chicken or pork sausage, baked ham or bacon (regular or crispy)
820

本日のスープ

トースト（ホワイト、ホールウィートブレッド）、
クロワッサン、チョコレートクロワッサン

820

Plain and chocolate croissants, toast (white and whole-wheat bread)

Soup of the day

620

ハッシュブラウン

Hash brown
卵料理

TRADITIONAL EGG DISHES
お好みの卵料理と付け合せ
（フライ、スクランブル、ポーチ、ボイル）

1,230

Two eggs any style with garnish
(Fried, poached, scrambled or boiled)

1,030

ミックスグリーンサラダ フレッシュハーブとトマト入り
お好みのドレッシングで
(フレンチ、バルサミコ、ノンオイル醤油)

Crisp greens, garden herbs and grapevine tomatoes with your choice of dressing
(French, balsamic, non-oil soy dressing)
950

温野菜盛り合わせ

オムレツ お好みのトッピングで
1,630
（ハム、マッシュルーム、オニオン、トマト、ベルペッパー、
チェダ－チーズ、ブルーチーズ、ブリーチーズ）

Omelet of your choice
(Ham, mushrooms, onions, tomatoes, bell peppers, cheddar, blue or brie cheese)

Steamed seasonal vegetables with extra virgin olive oil

コーヒー、紅茶 セレクション

FRESHLY BREWED COFFEE OR TEA

1,050～

料金は消費税を含みますが、別途サービス料10％を申し受けます。
恐れ入りますが、携帯電話のご利用はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
Prices include consumption tax, but a service charge of 10% will be collected separately.
We respectfully request our guests to refrain from the use of cellular phones in the restaurant.
【食物アレルギーをお持ちのお客様へ】
当施設は、食物アレルギーをお持ちのお客様が、ご家族や友人とご一緒に婚礼・宴会レストランにおいてお食事をお楽しみいただけますよう
細心の注意を払っておりますが、下記の点につきご留意ください。ご注文の際は、スタッフにご申告ください。
１、使用食材については、製造元からの情報をもとに確認しております。
２、他のメニューと同一の厨房において調理しているため、加工または調理過程において、微量にアレルギー物質が混入する可能性があります。
３、ご注文もしくはお食事の際、上記をご勘案のうえ、最終的なご判断をお願いします。

