
�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

¥1,980お一人さま  Per person

3 pastries (Croissant, mu�n & Danish)
ペストリー 3個 (クロワッサン / 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）

¥1,760

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)

1,760

Japanese omelette (soy sauce and spring onion)
和風オムレツ 出汁醤油と青ねぎ 1,760

Plain omelette
プレーンオムレツ 1,760

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) 1,760

Poached eggs
ポーチドエッグ 1,760

朝食メニュー

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

表示料金は消費税込みとなり、15％のサービス料を別途申し受けます。
Prices are inclusive of tax and subject to 15 % 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

¥550 ¥550

550
Hash browns
ハッシュポテト 550

550 880

BREAKFAST MENU

Boiled eggs
ゆで卵 1,100

¥3,960お一人さま  Per person

お子さま（6 歳～ 12 歳）  Child (6yrs – 12yrs) ¥2,310

Egg white omelette
エッグホワイトオムレツ 1,760



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.
表示料金は消費税込みとなり、15％のサービス料を別途申し受けます。

Prices are inclusive of tax and subject to 15 % 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

1,980

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

¥1,760

Vanilla bean brioche French toast with whipped cream, honey or maple syrup

バニラ風味ブリオッシュフレンチトースト　
はちみつ、ホイップクリーム、メープルシロップ添え

1,760

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 880

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

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 / 砂糖不使用コーンフレーク)

880

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） 880

Fruit platter
フルーツプレート 2,090small

3,520large

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

¥770
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

770

画像はイメージです
Images are samples only.

Belgian wa�es with whipped cream, honey or maple syrup

ベルギーワッフル　
はちみつ、ホイップクリーム、メープルシロップ添え

1,760



TWG Tea ロイヤル ダージリン ¥1,650
TWG Tea’s Royal Darjeeling

アール グレイ クラシック 1,430
Earl Grey classic

1,430イングリッシュ 
ブレックファスト ティー
English breakfast tea

1,430アッサム
Assam

¥1,430カモミール
Chamomile

1,430ペパーミント
Peppermint

1,430番茶マスカット
Bancha muscat

1,430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) ¥1,650

Espresso
エスプレッソ 1,430

Americano
アメリカーノ 1,430

Macchiato
マキアート 1,540

Ca�e latte
カフェラテ 1,540

Deca�einated co�ee
カフェインレスコーヒー ¥1,430

Cappuccino
カプチーノ 1,540

Hot chocolate
ホットチョコレート 1,540

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

¥2,200

990
Alain Milliat Cabernet juice
アラン･ミリア カベルネジュース 2,200

Freshly squeezed orange juice
フレッシュオレンジジュース 1,650

Coca-Cola
コカコーラ ¥990

表示料金は消費税込みとなり、15％のサービス料を別途申し受けます。
Prices are inclusive of tax and subject to 15 % 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 ¥1,100

Acqua Panna   750ml
アクアパンナ 750ml ¥1,540

Sparkling

San Pellegrino 500ml
サン ペレグリノ 500ml 1,100

San Pellegrino 750ml
サン ペレグリノ 750ml 1,540

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

Freshly squeezed melon juice
フレッシュメロンジュース 1,650

Freshly squeezed grapefruit juice
フレッシュグレープフルーツジュース 1,650

Oolong tea
ウーロン茶 990


