ご朝食メニュー

BREAKFAST MENU

BREAKFAST
4,840
Served with appetizer, and your choice of eggs, and beverage.
Juice, salad and fruits of the day are available at the counter.
前菜と、 お好みの卵料理、 お飲み物をお選びいただけます。
また、 ジュース、 サラダ、 フルーツはカウンターからお好きなだけ。

MAIN
Please select from Western or Japanese Style.
洋食または和食よりお選びください。

WESTERN

JAPANESE

Eggs Any Style

Served with Grilled Fish, Eggs,
Assorted Appetizers, Soup,
and Rice or Rice Porridge.

Speciality : Local Omelet (with Aosa Seaweed)
Eggs Benedict
Omelet*
Scrambled Egg*
Boiled Egg
Fried Egg
*Choose your fillings: Tomatoes, Paprika, Onions,
Cheddar Cheese,Ham

with Sausages, Potato, Baked Tomato, Hot Vegetables,Mushrooms

洋食

焼き魚
地魚をその日の調理で…

卵料理
日替わりにて

卵料理
( 宮古島産 卵使用 )

お惣菜

ローカルオムレツ （アーサ入り）
エッグベネディクト
オムレツ ＊
スクランブルエッグ

和食

本日の 2 品

汁物

＊

ボイルドエッグ

御飯

フライドエッグ

白飯または白粥

* オムレツ ・ スクランブルエッグは下記よりトッピングをお選びいただけます。
トマト、 パプリカ、玉ねぎ、ハム、 チェダーチーズ

サイドディシュ
ポテト ・ ソーセージ ・ ベイクドトマト ・
宮古島産青野菜 ・ きのこソテー

The above rates include consumption tax and 10% service charge. To the guests who have some allergy to specific food or ingredients, please inform us when ordering.
上記の料金には税金 ・ サービス料 10％が含まれています。 特定の食品 ・ 食材にアレルギーをお持ちの場合、 ご注文の際スタッフにお知らせください。

KID’S MENU

Omelet Plate
Ham Omelet, Sausage, Fried Potato, Grilled Tomato, Vegetables

2,662

ハムオムレツプレート
ハムオムレツ ・ ソーセージ ・ フライドポテト ・ グリルトマト ・ 野菜

Scramble Egg Plate
Scramble Egg, Sausage, Fried Potato, Grilled Tomato, Vegetables

2,662

ハムスクランブルプレート
ハムスクランブル ・ ソーセージ ・ フライドポテト ・ グリルトマト ・ 野菜

Okinawan Wagyu Beef Hamburg Platter
沖縄県産 和牛のハンバーグプレート

4,235

沖縄県産 和牛パテ 180 ｇ・Ａ１ソース・フライドポテト・ケチャップ

Grilled Seasonal Okinawan Vegetables
with Smoked Salmon

2,662

旬の沖縄県産野菜のグリル＆スモークサーモン

H: KID’s Salad
キッズサラダ
H: Local Vegetable Soup

島野菜のスープ

Wafers
ウェハース

Fruits
フルーツ

Ice Cream
アイスクリーム

The above rates include consumption tax and 10% service charge.
To the guests who have some allergy to specific food or ingredients,
please inform us when ordering.
上記の料金には税金 ・ サービス料 10％が含まれています。
特定の食品 ・ 食材にアレルギーをお持ちの場合、 ご注文の際スタッフにお知らせください。
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1,452

726

726

726

H: This symbol indicates healty or lighter menu option.
H:ついたメニューは健康に配慮されたヘルシーメニューです。

