ご朝食メニュー
Breakfast Menu

7:00 〜 10:30（L.O.10:00）

和・洋 いずれかをお選びください
Please choose one from below.

洋朝食

American Breakfast ／西式早餐

ミックスサラダ

Choice

Green Salad ／綜合沙拉

①和風ドレッシング

Japanese Dressing ／和風醬

②フレンチドレッシング

ローストビーフ

French Dressing ／法式沙拉醬

Roast Beef ／爐烤牛肉

③サウザンドアイランドドレッシング
Thousand Island Dressing ／千島醬

スモークサーモン

④バルサミコビネガードレッシング

Smoked Salmon ／煙燻鮭魚

Balsamic vinegar Dressing ／義大利陳年葡萄醋

本日のポタージュスープ
Soup of the day ／本日濃湯

お好きな卵料理

Egg Plate of Your Choice ／蛋料理

Choice

①目玉焼き

Fried egg ／荷包蛋

②スクランブルエッグ

ソーセージ

Scrambled eggs ／炒蛋

③オムレツ（お好きな具材をお選びください：ハム・チーズ・トマト・マッシュルーム）

Sausage ／香腸

Omelette（Ham・Cheese・Tomato・Mushroom）／歐姆蛋（請選擇您喜好的食材：火腿・起士・番茄・蘑菇）

ベーコン

Choice

Bacon ／培根

①ソフトベーコン
Soft Bacon ／培根

②クリスピーベーコン

温野菜

Crispy Bacon ／脆煎培根

Steamed Vegetables ／溫野菜
Chefs Recommend

ポテト料理

French Fried Potato ／炸薯條

ヨーグルトには

お好みのジャム または メープルシロップ を混ぜて

You can add any jam or maple syrup into the yogurt to make it more delicious.
添加各式果醬或楓糖，可讓原味優格更加美味。

フルーツ

´

Fruits ／當季水果

パンには

オリーブオイル ＋ 岩塩 にディップ

がおススメ！

Adding olive oil and rock salt to the bread will make it more ﬂavorful.
麵包推薦搭配橄欖油及岩鹽一起享用，更添風味。

プレーンヨーグルト
Yogurt ／原味優格

コーヒー・紅茶

Coﬀee and Tea ／咖啡・紅茶

Choice

カフェラテ・抹茶ラテ・ココアもございます
Café Latte・Matcha Latte・Cocoa are also provided
另外也有咖啡拿鐵・抹茶拿鐵・可可

ビュッフェ台にご用意しております。ご自由にお取りください。
（各種ジュース・パン・バター・ジャム・オリーブオイル・メープルシロップ）

Please feel free to take anything at the buﬀet.（Various juices, bread, butter, jam, olive oil, maple syrup are provided）
請自行到自助餐檯取用（各式果汁・麵包・奶油・果醬・橄欖油・楓糖）

和朝食

Japanese Breakfast ／日式早餐

御飯

Steamed Rice ／白飯

お味噌汁

Miso soup ／味噌湯

茶わん蒸し

Savory egg Custard ／茶碗蒸

ローストビーフ
Roast Beef ／爐烤牛肉

ミックスサラダ

Choice

Green Salad ／綜合沙拉

①和風ドレッシング

Japanese Dressing ／和風醬

季節のお惣菜（4 種）

②フレンチドレッシング

スモークサーモン と とろろ

③サウザンドアイランドドレッシング

明太子

④バルサミコビネガードレッシング

French Dressing ／法式沙拉醬

Side Dishes ／日式小菜（4 種）

Smoked salmon and Yam ／煙燻鮭魚與山藥泥

Thousand Island Dressing ／千島醬

Balsamic vinegar Dressing ／義大利陳年葡萄醋

Codroe ／明太子

鶏の照り焼き

Teriyaki Chicken ／照燒雞肉

ご飯のおとも

Rice supplement ／香鬆

海苔

Nori, Seasoned Seaweed ／海苔

だし巻

Japanese Omelet ／日式蛋捲

本日の焼き魚とはじかみ
Todayʼ s Grilled Fish ／本日烤魚

フルーツ

生卵・納豆もございます。スタッフへお申しつけください。
Raw Eggs・Natto is also provided. Please feel free to ask the staﬀ when needed.
另有準備生雞蛋・納豆，如有需要請告知服務人員，謝謝。

Fruits ／水果

プレーンヨーグルト
Yogurt ／原味優格

コーヒー・紅茶

Coﬀee and Tea ／咖啡・紅茶

緑茶

Japanese Tea ／綠茶

Choice

カフェラテ・抹茶ラテ・ココアもございます
Café Latte・Matcha Latte・Cocoa are also provided
另外也有咖啡拿鐵・抹茶拿鐵・可可

ビュッフェ台にご用意しております。ご自由にお取りください。（各種ジュース）
Please feel free to take anything at the buﬀet.（Various juices）
請自行到自助餐檯取用（各式果汁）

ご朝食スペシャルメニュー
Breakfast Special Menu ／特製早餐

モーニングステーキ

シャリアピンソース

Morning Steak with Chaliapin sauce ／香煎牛排佐洋蔥醬

オリジナルカレーライス

サーモンムニエル

ケッパーと焦がしバターのソース

Salmon meuniere with Caper butter sauce ／香煎鮭魚佐酸豆奶油醬

苺のパンケーキ

Strawberry pancakes ／草莓鬆餅

Curry and rice ／特製咖哩飯

チーズ

cheese ／起士













キリクリームチーズ

Kiri Cream Cheese ／奶油起士

ロイヤルプチスモークチーズ

Loyal Petit Smoke Cheese ／煙燻起士

ミニブリー

Mini BRIE ／布里乳酪



