7:00-10:30（9:30 LO）

和朝食

Japanese breakfast 日式早餐

3,000

目覚めの野菜ジュース
fresh vegetable juice 蔬菜汁
季節の小鉢
seasonal small plate 时令小菜
ご飯のお供
garnish for rice 配菜
本日の主菜
todayʼs main plate 今日的主菜
赤尾屋さんのお 漬 物
japanese pickles 咸菜
京丹後コシヒカリの お ひ つご 飯
Kyoto local rice 京都丹后产米饭
汁物
today's soup 汤汁
和菓子 〜金谷 正 廣さんの 真 盛 豆 〜
japanese traditional sweets 和菓子
コーヒー また は 紅 茶
coﬀee / tea 咖啡/红茶

洋朝食

Western breakfast

3,000

西式早餐

アラカルト

目覚 め の 野 菜ジュース

A la carte 单品

fresh vegetable juice 蔬菜汁

自家 製フル ーツジュース

または ミルク
homemade fruit juice / milk 自制果汁 / 牛奶

京 地 卵を使った 卵 料 理

トリュフ香るきのこのクリームソース
Kyoto egg dish with cream sauce of mushroom and truﬄe 鸡蛋菜 蘑菇奶油沙司
★以下よりお選びください

Please choose one

请选择下列

（オムレツ / スクランブルエッグ / 目玉焼き / ゆで卵）

（ omelet / scrambled egg / fried egg / boiled egg）
（噢姆蛋 / 炒蛋 / 煎蛋 / 水煮蛋）

魚 介 のブイヤベース

九 条ネギと白菜のエチュベ

bouillabaisse with steamed Kyoto green onion and Chinese cabbage 浓味鱼肉汤

フレッシュフル ーツの 盛り合わ せ
assorted fresh fruits 水果拼盘

ヨーグルトと自家 製フルーツソース

yogurt with homemade fruit sauce 优格水果酱

３ 種 のブレッド

todayʼs bread 三种面包

和 菓 子 〜 金 谷 正 廣さんの真盛豆〜
japanese traditional sweets 和菓子
コーヒーまた は 紅 茶
coﬀee / tea 咖啡 / 红茶

ヨーグルトと自家 製フル ーツソース

yogurt with homemade fruit sauce 优格水果酱

750

フレッシュフルーツの盛り合わ せ

1,700

季節野菜サラダ

1,400

ベーコン・ソーセージ 焼き野菜 添え

1,200

京地卵を使った卵料理

1200

assorted fresh fruits 水果拼盘
seosonal salad 沙拉

bacon and sausage with rosted vegetable 培根香肠陪烤蔬菜

Kyoto egg dish

鸡蛋菜

★以下よりお選びください

Please choose one

请选择下列

（オムレツ / スクランブルエッグ / 目玉焼き / ゆで卵）

（ omelet / scrambled egg / fried egg / boiled egg）
（噢姆蛋 / 炒蛋 / 煎蛋 / 水煮蛋）

パン

750

bread 面包

シリアル(グラノーラ）
cereal(granola)

谷类

800

ビバレッジ

Beverage 饮料

コーヒー

500

カフェラテ

580

カプチーノ

580

coﬀee 咖啡
café latte 咖啡拿铁
cappuccino 卡布奇诺

エスプレッソ S/D

400 / 500

オレンジジュース

600

野 菜ジュース

800

espresso S/D 浓咖啡

orange juice 橙汁

vegetable juice 蔬菜汁

フレッシュジュース

todayʼs fresh juice 自制果汁

紅茶

500

tea 红茶

ハーブティー
herbal tea

1,200

香草茶

500

季節により内容が変更になる場合がございます。
ご了承くださいませ。
上記の料金には消費税・サービス料が含まれています。
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフにお伝えください。
Please be advised that menu will follow seasonal changes.
This price includes tax and service charges.
If you have any concerns regardring foods,please alert your server prior to ordering.
由于季节有可能性菜单内容会改变的，敬请谅解。
上述价格都包含消费说与服务费。
如您对如何食物有过敏，点菜之前请告诉服务员。

