B REAKFAST ME NU
6:30～10:30 ( 10:00 Last order /

ラストオーダー)

The Strings Breakfast
Your choice of dishes from the buffet table .
Separate egg station available.
お好きなお料理をブッフェボードよりお取りいただけます
卵ステーションでお好みの卵料理をご注文いただけます

Cold cuts / cereal / salad / fruits / dried fruits / cheese / yogurt /
Scrambled eggs / sausages / bakery / Japanese dishes / Chinese rice congee etc…
コールドカット / シリアル / サラダ / フルーツ / ドライフルーツ / チーズ / ヨーグルト /
スクランブルエッグ / ソーセージ / ベーカリー / 和食 / 点心 / 中華粥など

Coffee, caffè latte, espresso, tea or herb tea
コーヒー、カフェラテ、エスプレッソ、紅茶またはハーブティー

Per person お一人様

¥3,600

Child (6yrs – 12yrs)
お子様（ 6 歳～12 歳）

¥2,100

Morning Pastry Se t
2 pastries (Croissant & Danish)
ペストリー2 個 (クロワッサン / デニッシュ)

Coffee, caffè latte, espresso, tea or herb tea
コーヒー、カフェラテ、エスプレッソ、紅茶またはハーブティー

Per person お一人様

¥1,800

Food allergies, Food Intolerance, Dietary Requirements and Religious Interest:
We welcome inquiries from guests who wish to know whether any dishes contain particular
ingredients.
食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件あるいは宗教上の理由について:
当レストランでご提供する料理の原材料については、スタッフにお尋ねください。

Above prices are subject to consumption tax and a 13% service charge.
表記価格に消費税と 13%のサービス料を加算させていただきます。

A la carte

朝食アラカルト

6:3 0a . m. - 1 1:3 0a . m. ( 1 1:3 0a . m. l a s t ord e r)
2 eggs any style :
Fried / boiled / poached
served with bacon, ham and sausage

¥1,600

プレーンオムレツ

Mix omelet
Ham, onion, mushroom, tomato,
cheese and bellpepper
served with bacon, ham and sausage

Hot oatmeal

medium 中
large 大

1,600
2,000

medium 中
large 大

1,900
2,300

Cereals
Branflakes / fruits granola / müesli

800

シリアル各種
ブランフレーク / フルーツグラノラ / ミューズリー

Yogurt
Plain / low fat / strawberry / blueberry

800

ヨーグルト
プレーン / 低脂肪 / ストロベリー / ブルーベりー

Assorted fruits

small 小
large 大

フルーツの盛り合わせ

medium 中
large 大

1,600
2,000

Toast
white / rye / wheat

1,900
3,200
700

トースト
ホワイト / ライ麦 / ウィート

和風オムレツ 出汁醤油と青葱風味
ベーコン、ハム、ソーセージ添え

Egg Benedict
served with bacon and sausage

2,100

Danish pastry basket

700

モーニングペストリー

エッグベネディクト
ベーコン、ソーセージ添え

Egg white omelet

1,600

Morning Kids Plate
Scrambled eggs / bread / salad / yogurt /
fruits / orange juice

1,600

モーニング キッズプレート
スクランブルエッグ / パン / サラダ / ヨーグルト
フルーツ / オレンジジュース

卵白のオムレツ

Pancakes with berry compote,
whipped cream, honey and maple syrup
パンケーキ ベリーコンポート、はちみつ、
ホイップクリーム、メープルシロップ添え

Vegetarian & Vegan Menu
Green salad
Japanese, French or Italian dressing

800

オートミール

具沢山オムレツ
ハム、オニオン、マッシュルーム、
トマト、チーズ、パプリカ入り
ベーコン、ハム、ソーセージ添え

Japanese omelet
with soy sauce and spring onion
served with bacon, ham and sausage

¥1,600

バゲットのシナモンフレンチトースト

お好みの卵料理を１品お選びください
目玉焼き / ボイルドエッグ / ポーチトエッグ
ベーコン、ハム、ソーセージ添え

Plain omelet

Cinnamon French toast

small 小
large 大

¥ 800
1,500

グリーンサラダ
和風、シーザー または
イタリアンドレッシング

1,800

ヴェジタリアン＆ヴィーガンメニュー
Boiled vegetables

¥1,600

温野菜

Sautéed vegetables

1,800

野菜のソテー

Beverages

お飲み物

¥1,200

Tea Selection

Fruit juices (Orange / grapefruit / apple)

紅茶 ハーブティー

日本茶

フルーツジュース (オレンジ / グレープフルーツ / アップル)

Fresh-squeezed orange juice

1,500

フレッシュオレンジジュース

Coffee (Hot or iced)

1,300

コーヒー (ホット または アイス)

Cappuccino

1,400

Royal Darjeeling ロイヤル ダージリン
Earl Grey Classic アールグレイ クラシック
English Breakfast イングリッシュ ブレックファスト
Assam アッサム
Chamomile カモミール
Peppermint ペパーミント
Bancha Musca 番茶マスカット
Sencha Kawane 煎茶川根

¥1,500
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300

カプチーノ

Caffe latte

1,400

カフェラテ

Espresso

Chocolate
Calpico

1,300

カルピス

エスプレッソ

Decaffeinated coffee

1,300

カフェインレスコーヒー

Food allergies, Food Intolerance, Dietary Requirements and Religious Interest:
We welcome inquiries from guests who wish to know whether any dishes contain particular ingredients.
食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件あるいは宗教上の理由について:
当レストランでご提供する料理の原材料については、スタッフにお尋ねください。

Above prices are subject to consumption tax and a 13% service charge.
上記表示価格に別途消費税と 13%のサービス料を加算させていただきます。

1,400

チョコレート

900

