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コンフォ ー トブレックファ ー スト Comfort Breakfast ¥2.976 (¥3,600)

※それぞれお好みを1品ずつお選び下さい。

フレッシュジュー ス

オレンジ／グレ ー プフルーツ

Please choose one for each category. 

Fresh Juice 

Orange / Grapefruit 

卵料理

目玉焼き／スクランブルエッグ

プレ ーンオムレツ／ポ ー チドエッグ／ゆで卵

付け合わせ
ハム／ベ ー コン／ソ ー セ ー ジ

お飲みもの

コーヒー／アイスコーヒ ー／ミルク／紅茶／アイスティー

※どちらかお好みのセットをお選び下さい。

（ベー カリ ーセット）

ベー カリ ー を1品お選びください

トースト(2枚）／クロワッサン(2個）／デニッシュ(2個）

◆サラダ、 フルー ツ付き

Eggs 

Fried Egg / Scrambled Egg 

Plain Omelette / Poached Egg / Boiled Egg 

Side Dish 

Ham / Bacon / Sausage 

Beverage 

Coffee / Iced Coffee / Milk / Tea / Iced Tea 

Please choose one from the following two set. 

Western Set 

Choice of Bread 

White Toast(2ea) / Croissant(2ea) / Danish(2ea) 

◆ Served with Salad & Fruit

（和風彩菜セット）

◆ご飯、 味贈汁、 惣菜付き

Japanese Set 

◆ Served with Rice, Miso Soup & Japanese Plate

三
 

’

 



4 こ町ここい釦T 口
ヘルシ ー ブレックファ ー スト Healthy Breakfast ¥2,646 (¥3,200) 

ジュ ー ス、 ベー カリ ー、 お飲みものを1品ずつお選びください。 Please choose one for each category. 

フレッシュジュース

オレンジ／グレープフルーツ

Fresh Juice 

Orange / Grapefruit 

ベーカリー

トースト(2枚）／クロワッサン(2個）

ライ麦トースト(2枚）

お飲みもの

コーヒー／アイスコーヒー／ミルク／紅茶／アイスティー

ローファットミルク／カフェインレスコーヒー

◆プレーンヨーグルト

サラダ、 フルーツ付き

コンチネンタルブレックファ ー スト

Bread Selection 

White Toast (2ea) / Croissant (2ea) 

Rye Toast (2ea) 

Beverage 

Coffee/ Iced Coffee/ Milk/ Tea/ Iced Tea 

Low Fat Milk / Decaffeinated Coffee 

◆ Served with Plain Yogurt

Salad and Fruits 

Continental Breakfast ¥1.819 (¥2.200)

ジュ ー ス、 ベー カリ ー、 お飲みものを1品ずつお選びください。

ジュース

オレンジ／グレープフルーツ／パイナップル

ァップル／トマト

ベーカリー

トースト(3枚）／クロワッサン(3個）／デニッシュ(3個）

お飲みもの

コーヒー／アイスコーヒー／ミルク／紅茶／アイスティー

Please choose one for each category. 

Juice 

Orange / Grapefruit / Pineapple 

Apple/ Tomato 

Bread Selection 

White Toast (3ea) / Croissant (3ea) / Danish (3ea) 

Beverage 

Coffee/ Iced Coffee/ Milk/ Tea/ Iced Tea 

大志満の和朝食 Japanese Breakfast ¥3.092 (¥3.741) 

和朝食はt曜日・日曜日・祝日のみ(7:30 a. m. ~ 10: OOa .m .)の完全予約制になっております。
御予約は前日10:30p.m.までにルー ムサ ー ビスにお電話ください。

The Japanese Breakfast prepared in Ohshima is only available on Saturdays, Sundays and Holidays, 
and must be ordered before 10:30 p.m. of the previous day. 



ご朝食アラカルト

フレッシュフルーツ Fresh Fruits 

キウイフルーツ Kiwi Fruits ¥662 (¥800)

バナナ Sliced Banana ¥662 (¥800)

グレープフルーツ Grapefruit ¥662 (¥800)

パイナップル 1/4 Pineapple 1/4 ¥662 (¥800)

パパイヤ 1/2 Papaya 1/2 ¥1,075 (¥1,300)

メロン 1/6 Melon 1/6 ¥1,571 (¥1,900)

モーニングフルーツ盛り合わせ Assorted Fruits Plate ¥1,571 (¥1,900)

卵料理と付け合わせ Two Eggs Any Style with Choice of Meat 

※卵料理· 付け合わせを1品ずつお選びください。 Please choose one for each category. 

［卵料理］ 目玉焼き／スクランブルエッグ

プレーンオムレツ／ポーチドエッグ

ゆで卵

［付け合わせ］ハム ／ベーコン／ソーセージ

スペシャリティーズ

フレンチトースト

ワッフル

パンケーキ

各メ ープルシロップとバター添え

プレーンヨーグルト

コーンフレーク

玄米フレーク

フルーツブラ ン

コンビネーションサラダ

[Eggs] Fried Egg / Scrambled Egg 

Plain Omelette / Poached Egg 

Boiled Egg 

[Side Dish] Ham/ Bacon/ Sausage ¥1,240 (¥1,500) 

Specialities 

French Toast 

Waffles 

Pancake 

with Maple Syrup and Butter 

Plain Yogurt 

Corn Flakes 

Brown Rice Flakes 

Fruit Bran Flakes 

Combination Salad 

¥1,075 (¥1,300)

¥1,075 (¥1,300)

¥1,075 (¥1,300)

¥662 (¥800)

¥662 (¥800)

¥662 (¥800)

¥662 (¥800)

¥1,240 (¥1,500)

［ドレッシング］和風／イタリアン／サウザンアイランド [Dressings] Japanese/ Italian/ Thousand Island 

ベーカリー Bread Selections 

トースト(2枚） White Toast (2ea) ¥662 (¥800)

ラ イ麦トースト(2枚） Rye Toast (2ea) ¥662 (¥800)

デニッシュ(3個） Danish (3ea) ¥662 (¥800)

クロワッサン( 3 個） Croissant (3ea) ¥662 (¥800)

パン盛り合わせ(6種類） Bread Basket (Assortment of 6) ¥1,075 (¥1,300)



口 お飲 GES 三
ソフトドリンク Soft Drinks 

フレッシュオレンジジュー ス Fresh Orange Juice ¥1,075 (¥1,300)

フレッシュグレープフルーツジュー ス Fresh Grapefruit Juice ¥1,075 (¥1,300)

オレンジジュー ス Orange Juice ¥745 (¥900)

グレープフルー ツジュー ス Grapefruit Juice ¥745 (¥900)

パイナップルジュー ス Pineapple juice ¥745 (¥900)

ァップルジュー ス Apple Juice ¥745 (¥900)

トマトジュー ス Tomato Juice ¥745 (¥900)

コカコ ーラ Coca Cola ¥757 (¥915)

コ ーラゼロ Coca Cola Zero ¥757 (¥915)

ジンジャ ー エール Ginger Ale ¥757 (¥915)

アイスウ ー ロン荼 Iced Oolong Tea ¥757 (¥915)

エビアン Evian ¥841 (¥1,017)

ペリエ Perrier ¥841 (¥1,017)

コ ー ヒ ー ＆紅荼 Coffee & Tea 

コ ー ヒ ー Coffee ¥745 (¥900)

アイスコ ー ヒ ー Iced Coffee ¥745 (¥900)

カフェオ レ Cafe'au Lait ¥828 (¥1,000)

カフェラテ Cafe'Latte ¥828 (¥1,000)

エスプレッソ Espresso ¥745 (¥900)

カフェインレスコ ー ヒ ー Decaffeinated Coffee ¥745 (¥900)

ホットチョコレート Hot Chocolate ¥1,075 (¥1,300)

ミルク Milk ¥745 (¥900)

アイスティ ー Iced Tea ¥745 (¥900)

紅茶 Tea ¥745 (¥900)




