
 

 

シーズナルブレックファースト 
ＳＥＡＳＯＮＡＬ ＢＲＥＡＫＦＡＳＴ   

¥5,060 
 

お好みのジュースをお選びください 
Please choose from JUICE AND DRINK SELECTION 

 
アサイーボウル 

Açai bowl 
 

フレンチトースト ミックスベリーを添えて 
French toast with mixed berries 

 
または 

 
プレーンパンケーキ ミックスベリーを添えて 

Plain pancake with mixed berries 
 

コーヒー、紅茶、カフェラテなど 
Coffee, tea, café latte etc. 

 
 

モーニングステーキブレックファースト 
ＭＯＲＮＩＮＧ ＳＴＥＡＫ ＢＲＥＡＫＦＡＳＴ  

¥6,957 

 
お好みのジュースをお選びください 

Please choose from JUICE AND DRINK SELECTION 
 

彩り野菜のサラダ 
Vegetable salad of  the season 

 
国産牛フィレステーキ パイヤール風  

カフェ・ド・パリ バター または 和風ソース 
Grilled fillet of  beef  Paillard with 

Café de Paris butter or Japanese vinaigrette sauce 
 

キャピトル自家製ブレッド盛り合わせ 
Assortment of  breakfast bread 

 
コーヒー、紅茶、カフェラテなど 

Coffee, tea, café latte etc. 
 
 

ジュース、ドリンクセレクション  
ＪＵＩＣＥ ＡＮＤ ＤＲＩＮＫ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 

¥1,771 

 

下記より１種類をお選びください 
Please choose any one item from the menu listed below 

 

オレンジジュース Orange juice 

 

グレープフルーツジュース Grapefruit juice 

 

ミックス ベジタブル ドリンク Mixed vegetables drink 

 

トマトジュース Tomato juice 

 

アメリカンブレックファースト 
ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＢＲＥＡＫＦＡＳＴ  

¥5,060 
 

お好みのジュースをお選びください 
Please choose from JUICE AND DRINK SELECTION 

 
カスピ海 プレーンヨーグルト 

Plain yogurt Caspian sea 
 

彩り野菜のサラダ 
Vegetable salad of  the season 

 
卵料理、お好みの調理法で野菜を添えて 

スクランブルエッグ、フライドエッグ、オムレツ etc.  
サイドディッシュはハム、ベーコン、ソーセージよりお選びください 

Eggs any style with (scramble, fried eggs, omelet etc.)  
with Your choice of  ham, bacon or sausage 

      Accompanied with vegetables of  the season 
 

キャピトル自家製ブレッド盛り合わせ 
Assortment of  breakfast bread 

 
コーヒー、紅茶、カフェラテなど 

Coffee, tea, café latte etc. 
 
 

コンチネンタルブレックファースト 
ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ ＢＲＥＡＫＦＡＳＴ 

¥3,542 
 

お好みのジュースをお選びください 
Please choose from JUICE AND DRINK SELECTION 

 
下記のメニューより１品お選びください 

Please choose one of  the following 3 dishes 
 

カスピ海プレーンヨーグルト または オートミール または シリアル 
Plain yogurt Caspian sea, oatmeal or cereal  

 
フルーツサラダ 

Fruit salad 
 

キャピトル自家製ブレッド盛り合わせ 
Assortment of  breakfast bread 

 
コーヒー、紅茶、カフェラテなど 

Coffee, tea, café latte etc. 
 

和朝食 
ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＢＲＥＡＫＦＡＳＴ  

¥5,060 
 

7:00～10:00 
 

お好みのジュースをお選びください 
Please choose from JUICE AND DRINK SELECTION 

 
和朝食 または 朝粥 

Japanese breakfast served with steamed rice or rice porridge 
 

フルーツ 
Fruit 

 
コーヒー、紅茶、カフェラテなど 

Coffee, tea, café latte etc. 
 

 

アラカルト  
À ＬＡ ＣＡＲＴＥ 

 
卵料理、お好みの調理法で野菜を添えて ¥2,403 

スクランブルエッグ、フライドエッグ、オムレツ etc.  

サイドディッシュはハム、ベーコン、ソーセージよりお選びください 

Eggs any style with your choice of  ham, bacon or sausage 

Accompanied with vegetables of  the season 

 

エッグベネディクト ¥2,909 

ハム、ベーコン、スモークサーモンまたは紅ズワイガニよりお選びください 
Eggs benedict with ham, bacon, smoked salmon or red snow crab 

調理時間に 20分程お時間を頂戴いたします It takes about 20 minutes. 

 

スパニッシュオムレツ トマトソースを添えて ¥2,656                            

Spanish omelet with tomato sauce   

            

ストウブココットで仕上げた半熟卵とラタトゥイユ ¥2,656 

ジェノバソース添え 
Steamed eggs with ratatouille in Staub cocotte with Genova sauce 

 

国産牛フィレステーキ パイヤール風 ¥5,313 

カフェ・ド・パリ バター または 和風ソース 
Grilled fillet of  beef  Paillard with  

Café de Paris butter or Japanese vinaigrette sauce 

 

フレンチトースト ¥2,277 
（クロデッドクリーム、メープルシロップ、バター） 
French toast (clotted cream and maple syrup) 

調理時間に 20分程お時間を頂戴いたします It takes about 20 minutes. 

 

プレーンパンケーキ ¥2,277 

（ホイップクリーム、メープルシロップ、バター）  
Plain pancake (whipped cream, maple syrup and butter) 

 

オートミール または シリアル ¥1,391 

Oatmeal /Cereal  

 

彩り野菜のサラダ ¥1,771 

Vegetable salad 

 

フルーツの盛り合わせ ¥2,783 

Assortment of  fruit 

 
カスピ海 ヨーグルト ¥1,391 
Plain yogurt Caspian sea 

 

アサイーボウル ¥1,897 

Açai bowl 

 
キャピトル自家製ブレッド盛り合わせ ¥1,391 

Assortment of  breakfast breads  

 

 

 

 
※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください ※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます ※表示料金にはサービス料 15%・消費税 10%が含まれております 

Please inform our staff  if  you have any food allergies. Menu items may change according to ingredient availability. The prices include 15% service charge and 10% consumption tax. 

 


