
和朝食’うまみ’セット / Japanese ‘Umami’ breakfast set

朝食ブッフェセレクション
BREAKFAST BUFFET SELECTION

エナジースタート / Energy start set 

Egg cooked to your liking / hash browns / spinach / 
tomato con�t / sausage / grilled bacon / 

sautéed mushroom 

ガーデンブレックファースト / Garden breakfast set

お好きな卵料理 / ハッシュブラウン / ほうれん草 
トマトコンフィ / ソーセージ /グリルベーコン/

マッシュルームソテー

Grilled black throat sea perch / Japanese side dish / 
steamed Niigata rice / miso soup / Hakata spicy cod roe / Japanese pickles / 

nori seaweed / natto / chilled tofu
 

のどくろ干物 焼き魚 / お惣菜 / ご飯（新潟産こしいぶき）
味噌汁 / 博多明太子 / 香の物 / 焼き海苔 / 

納豆 / 冷奴

Egg cooked to your liking / spinach / sautéed mushroom 
sautéed vegetables / yuzu & carrot puree  

お好きな卵料理 / ほうれん草/ マッシュルームソテー / 
野菜ソテー / 人参柚子クーリー 

食物アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、
ご注文の際にお申し付けくださいますようお願いいたします。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary 
requirements that we should be aware of when preparing your menu.

Please select your favorite breakfast set from 
our signature selection. All breakfast sets are served with

a fruit plate, freshly squeezed orange juice and tea or co�ee. 

本日の気分に合わせたご朝食を、
下記のシグネチャーブレックファーストセレクションの
中からお選びくださいませ。全てのご朝食セットには、

フレッシュオレンジジュースとコーヒー又は紅茶がつきます。

Green salad with Prosciutto & caesar dressing 
グリーンサラダ & 生ハム & シーザードレッシング

Green salad with seasonal vegetables with Japanese style dressing 
和風グリーンサラダ & 季節の野菜 & 和風ドレッシング

Green salad with seasonal vegetables & Italian dressing 
グリーンサラダ & 季節の野菜 & イタリアンドレッシング

画像はイメージです
Images are samples only.

¥3,600お一人さま  Per person

お子さま（6 歳～ 12 歳）  Child (6yrs – 12yrs) ¥2,100



White bread

Wheat bread
全粒入りパン

ベーカリーセレクション / Bakery selection

ホワイトトースト

Served with jam selection. Sugar free strawberry jam & peanut butter are available on request.
ジャムセレクション、ノンシュガーストロベリージャム、ピーナッツバター

ミルク、ジュース / Milk & juice

Plain mu�n
プレーンマフィン

Croissant
発酵バタークロワッサン

Mixed berry Danish
ミックスベリーデニッシュ

Turkey Pastrami
ターキーパストラミ

コールドミート / Cold meat 

Smoked salmon
スモークサーモン

Ham
ポークハム

Roast chicken
ローストチキン

Sautéed mushrooms
マッシュルームソテー

Rye bread
ライ麦パン

Milk
牛乳

Low fat milk
ローファットミルク

Soy milk
豆乳

Apple juice
リンゴジュース

Grapefruit juice
グレープフルーツジュース

Tomato juice
トマトジュース

Please select your choices from below.
下記からお好きなアイテムをお選びください。

SIDE DISH SELECTION
サイドディッシュセレクション

Poached
ポーチドエッグ

Boiled
ゆで卵

Egg white omelette
エッグホワイトオムレツ

Plain omelette
プレーンオムレツ

Fried 
目玉焼き

Scrambled

卵料理 / Egg dishes

スクランブルエッグ
Ham eggs benedict
エッグズベネディクト

Mixed omelette (Onion, mushroom, tomato, cheese and bell pepper)
ミックスオムレツ（オニオン、マッシュルーム、トマト、チーズ、パプリカ）

Salmon eggs benedict
サーモンエッグズベネディクト

Japanese omelette (soy sauce and spring onion)
和風オムレツ　出汁醤油と青葱風味

Low fat yogurt
ローファットヨーグルト

ヨーグルト & シリアル / Yogurt & cereals

Plain yogurt
プレーンヨーグルト

Strawberry yogurt
ストロベリーヨーグルト

Soy yogurt with chia seeds and mango
チアシード入りマンゴー豆乳ヨーグルト

Blueberry yogurt
ブルーベリーヨーグルト

Fruit Granola
フルーツグラノーラ

Corn �akes
コーンフレーク

Choco Krispies
チョコクリスピー

Sautéed vegetables
ベジタブルソテー

Bircher Muesli
バーチャーミューズリー

野菜ソテー / Sautéed vegetables



�e Strings Breakfast Bu�et Set Menu

Morning Pastry Set

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
Co�ee, Ca�è latte, Espresso or Tea

¥1,800お一人さま  Per person

3 pastries (Croissant, plain mu�n & Danish)
ペストリー 3個 (クロワッサン / プレーンマフィン / デニッシュ )

6 : 3 0 ～ 1 1 : 0 0  ( 1 0 : 3 0  L a s t  o r d e r  /   　　　　　 )ラストオーダー

Eggs any style (fried / boiled / poached / scrambled)

お好みの卵料理　
（目玉焼き / ポーチドエッグ / スクランブル）

¥1,600

Mix omelette
(Onion, mushroom, tomato,cheese and red bell pepper)

ミックスオムレツ 
(ハム、オニオン、マッシュルーム、トマト、チーズ、パプリカ)

1,600

Japanese omelette (soy sauce and spring onion)
和風オムレツ 出汁醤油と青ねぎ 1,600

Plain omelette
プレーンオムレツ 1,600

Eggs benedict served with ham or smoked salmon
エッグベネディクト(ハム 又は スモークサーモン) 1,600

Egg white omelette
エッグホワイトオムレツ 1,600

Poached eggs
ポーチドエッグ 1,600

アラカルトセレクション

すべての卵料理にホットベジタブルをお付けします。
All served with hot vegetables.

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary 
requirements that we should be aware of when preparing your menu.

サイドディッシュ / Side dishes

Sausage
ソーセージ

Bacon
ベーコン

Roast chicken
ローストチキン

表記料金には消費税とサービス料を別途申し受けます。
Prices are subject to tax and service charge.

Sautéed mushrooms
マッシュルームソテー

Morning green salad
モーニンググリーンサラダ

卵料理 / Egg dishes

¥500 ¥500

500
Hash browns
ハッシュポテト 500

500 800

A LA CARTE SELECTION

Boiled eggs
ゆで卵 1,000

¥3,600お一人さま  Per person

お子さま（6 歳～ 12 歳）  Child (6yrs – 12yrs) ¥2,100



6 : 3 0 ～ 1 1 : 0 0  ( 1 0 : 3 0  L a s t  o r d e r  /   　　　　　 )ラストオーダー

アラカルトセレクション

食物アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、
ご注文の際にお申し付けくださいますようお願いいたします。

When placing your order, please inform us of any allergies or special dietary 
requirements that we should be aware of when preparing your menu.

表記料金には消費税とサービス料を別途申し受けます。
Prices are subject to tax and service charge.

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

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

1,800

Pancakes with berry compote, whipped cream, honey or 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

¥1,600

Cinnamon raisin French toast with whipped cream, honey or maple syrup

シナモンレーズンフレンチトースト　
はちみつ、ホイップクリーム、メープルシロップ添え

1,600

Hot oatmeal with milk and honey
ホットオートミール　ミルクとはちみつ添え 800

Cereals (Corn �akes / fruit granola / choco krispies / müesli)

シリアル各種（コーンフレーク / フルーツグラノラ / チョコクリスピー /
ミューズリー )

800

Yogurt (plain / low fat / strawberry / blueberry)
ヨーグルト（プレーン / 低脂肪 / ストロベリー / ブルーベリー） 800

Fruit platter
フルーツプレート 1,900small

3,200large

Danish pastry basket (Croissant, plain mu�n & Danish)
ベーカリーバスケット (クロワッサン/プレーンマフィン/デニッシュ )

¥700
Toast (white / wheat / rye)
トースト（食パン/全粒粉パン/ライ麦パン）

クラシックアラカルト / Breakfast classics

A LA CARTE SELECTION

700

画像はイメージです
Images are samples only.



TWG Tea ロイヤル ダージリン ¥1,500
TWG Tea’s Royal Darjeeling

アール グレイ クラシック 1,300
Earl Grey classic

1,300イングリッシュ 
ブレックファスト ティー
English breakfast tea

1,300アッサム
Assam

¥1,300カモミール
Chamomile

1,300ペパーミント
Peppermint

1,300番茶マスカット
Bancha muscat

1,300煎茶 川根
Sencha Kawane green tea

Co�ee (Hot or iced)
コーヒー (ホット または アイス) ¥1,500

Espresso
エスプレッソ 1,300

Americano
アメリカーノ 1,300

Macchiato
マキアート 1,400

Ca�e latte
カフェラテ 1,400

Deca�einated co�ee
カフェインレスコーヒー ¥1,300

Cappuccino
カプチーノ 1,400

Hot chocolate
ホットチョコレート 1,400

Extra shot
エクストラショット 500

Alain Milliat Chardonnay juice
アラン･ミリア シャルドネジュース

Ginger ale
ジンジャーエール

¥2,000

900

Alain Milliat Shiras juice
アラン･ミリア シラーズジュース

Oolong tea
ウーロン茶

2,000

900

Freshly squeezed orange juice
フレッシュオレンジジュース 1,500

Coca-Cola
コカコーラ

¥900

表記料金には消費税とサービス料を別途申し受けます。
Prices are subject to tax and service charge.

在庫状況により銘柄や年号は変更することがございます。
Selection and vintage are subject to change due to availability.

Still

Acqua Panna   500ml
アクアパンナ 500ml ¥1,000

Acqua Panna   750ml
アクアパンナ 750ml ¥1,400

Sparkling

San Pellegrino 500ml
サン ペレグリノ 500ml 1,000

San Pellegrino 750ml
サン ペレグリノ 750ml 1,400

コーヒー / Coffee

ストリングスオリジナル紅茶セレクション / The Strings Tea Selection

ソフトドリンク / Soft drinks

ミネラルウォーター / Mineral water

ストリングスドリンクセレクション
THE STRINGS BEVERAGE SELECTION


