
A la carte アラカルト 

＊当ホテルにて提供しているお米の産地につきましては係りの者にお尋ねください。 
＊お食事制限やアレルギーなどがございましたらスタッフにお申し付けください。 
＊上記料金に別途、消費税及びサービス料 (13%) を加算させていただきます。 
＊Please ask our staff for the origin of the rice we serve in the hotel. 
＊Should you have any food allergies or special dietary requirements, please notify us when you order. 
＊All prices are subject to consumption tax and 13% service charge. 

 

 

 
Eat Well 

ブルーベリーとバナナのスムージー  ¥1,200 
Blueberry Banana Smoothie 
スモークサーモン、絹ごし豆腐とアボカド  ¥1,450 
Smoked Salmon with Silky Tofu and Avocado 

バナナブリュレをのせたオートミール  ¥1,050 
Oatmeal with Steel Cut Banana 

ブロッコリーとチーズのふわふわホワイトオムレツ  ¥1,300 
Whipped Egg Whites and Broccoli Omelet with Cheddar 

 
 

卵料理 Egg dishes 
野菜オムレツ（トマト、タマネギ、ブロッコリー、ピーマン） ¥1,550 
Vegetable Omelet(Tomato,Onion,Broccoli,Piment) 

ハム、チーズオムレツ ¥1,550 
Ham Cheese Omelet 

トリュフオムレツ ¥2,400 
Truffle Omelet 

 

肉料理 Meat dish 
モーニングステーキ バルサミコソース ¥4,050 
Morning Steak with Balsamic Sauce 

 
サラダ Salads 

グリーンサラダ ¥850 
Green Salad 

スモークサーモンサラダ ¥1,300 
Smoked Salmon Salad 
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野菜 Vegetable dish 
ロスティーポテト ¥700 
Hash Brown 

マッシュポテト ¥700 
Mashed Potatoes 

野菜のせいろ蒸し 
Steamed Vegetables

                                                                                    ¥1,050 

 
フルーツ & ヨーグルト Fruit & Yogurt 

マンゴー ¥1,700 
Mango 

ベリーベリーベリー  ¥850 
Berry Berry Berry 

メロン ¥2,150 
Melon 

リンゴ 
Apple 

バナナ                                                                                                                                                                       
Banana 

¥700 
 

¥700 

プレーンヨーグルト  ¥800 
Plain Yogurt 

 

シリアル Cereal 
コーンフレーク  ¥800 
Corn Flakes 

グルテンフリーライスクリスピー     ¥800 
Gluten Free Rice Crispies 

パン Bread 
野菜ロールパン ¥450 
Vegetable Rolls 

トースト ¥450 
Toast Bread 
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ドリンク Beverage 
オレンジジュース Orange Juice                                                                                    ¥1,050 

グレープフルーツジュース Grapefruit Juice                                                                      ¥1,050 

アップルジュース Apple Juice  

トマトジュース Tomato Juice 

¥650 

¥650 

グラスシャンパン Champagne (glass)                                                                                    ¥2,200~ 
 
 
 

コーヒー、紅茶、ハーブティー Beverage 
レギュラーコーヒー   Freshly brewed Coffee                                                          

アメリカンコーヒー   American    

カフェインレスコーヒー   Decaffeincated Coffee     

カフェオレ   Café au Lait     

カプチーノ   Cappuccino     

エスプレッソ   Espresso      

ホットチョコレート Hot Chocolate          

イングリッシュブレックファースト   English Breakfast Tea         

ダージリン Darjeeling Tea         

アールグレー   Earl Gray Tea     

カモミール   Chamomile     

ローズレッド   Rose Red     

 

¥800 

¥800 

¥800 

¥900 

¥900 

¥800 

¥900 

¥850 

¥850 

¥850 

¥1,150 

¥1,150 
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