
GRILL & DINING G

BREAKFAST BUFFET
COOKING LIVE STATION

思いおもいのスタイルで、一日の始まりをお楽しみください

Adult 4,680   Child 2,420  (4-12歳)

EGG STATION
さまざまなコンディメントを入れて焼き上げるオムレツのほか
フライドエッグ、スクランブルエッグ、ボイルドエッグ、など
お好みの卵料理をオーダーください。
出来たてをご用意致します。

JUICE & ESPRESSO BAR

BREAD
食パン、クロワッサンの他、マフィン、デニッシュなどをご用意しております。

WAFFLE & PANCAKE

表面はサクサク、中はふわふわに 仕上げた自慢のワッフル。
パンケーキは可愛らしいサイズでお楽しみいただけます。

LOCAL STATION
焼き魚やお味噌汁のほか、野沢菜の油炒めなど。
ごはんには地元・佐久のコシヒカリ（五郎兵衛米）を使用しています。

NOODLE STATION

*All prices are included 10% service charge and consumption tax.
*Kindly inform your waiter prior to ordering if you are allergic to certain food stuff or are observing dietary restrictions

上記料金にはサービス料（10％）および消費税が含まれております。
＊食材にアレルギーや食事制限がおありのお客様は ご注文の際にスタッフまでお申し付けください。

In their own way of style, please enjoy the beginning of the day

オレンジ、グレープフルーツのフレッシュジュースのほか
日替わりのスムージーなどをご用意しております。
エスプレッソバーで淹れる薫り高いコーヒーは、
カフェラテやカプチーノなどにアレンジ。
また、Coffee to Goでテイクアウトしていただけます。

信州名物のそばとうどんをご用意しました。
お好みに合わせてお召し上がりください。



LOUNGE & DINING G

CLASSIC BREAKFAST

CONTINENTAL BREAKFAST

2,310

Juice [Orange/Apple/Tomato/Mixed Vegetables]

Assorted Seasonal Fruits
季節のフルーツ盛り合わせ

Toast or Bread Basket
トースト または ブレッドバスケット

Coffee or Tea
コーヒー または 紅茶

ALL AMERICAN BREAKFAST

5,100

Juice [ Orange / Apple / Tomato / Vegetable Mix ]

Assorted Seasonal Fruits
季節のフルーツ盛り合わせ

Two Eggs Any Style
[ Fried/Scrambled/Omelet ]

*with Bacon, Sausage, Fried Potato, Grilled Vegetables

卵料理

Toast or Bread Basket
トースト または ブレッドバスケット

Cereal [Corn Flakes / All-Bran / Muesli]
シリアル ［コーンフレーク/オールブラン/ミューズリー］

Coffee or Tea
コーヒー または 紅茶

表記料金に別途、サービス料（10%）および消費税を加算させていただきます。
特定の食材にアレルギーをお持ちの場合、ご注文の際にお知らせください。

ジュース［オレンジ / アップル / トマト / 野菜ミックス］

ジュース［ オレンジ / アップル / トマト / 野菜ミックス ］

［フライド/スクランブル/オムレツ］
*サイドミート、フライドポテト、温野菜添え

All prices are subject to 10% service charge and consumption tax.
To the guests who have some allergy to specific food or ingredients, please inform us the detail when ordering.



     Grilled Chicken Brest    ---275kcal 2,300

  鶏胸肉のグリル　

     Grilled White Fiｓｈ    ------324kcal 2,400

  白身魚のグリル

     Steamed Vegetables    ----146kcal 1,000

  温野菜の盛り合せ　

     Grilled Vegetables  --------122kcal 1,000

  グリル野菜の盛り合せ

LOUNGE & DINING G

HEALTHY MENU

表記料金に別途、サービス料（10%）および消費税を加算させていただきます。
特定の食材にアレルギーをお持ちの場合、ご注文の際にお知らせください。

All prices are subject to 10% service charge and consumption tax.
To the guests who have some allergy to specific food or ingredients, please inform us the detail

when ordering.

ハム＆チーズオムレツ、フライドポテト、ソーセージ、温野菜、パンケーキ

エッグプレート

Ham & Cheese Omelet, French Fries, Sausage, Hot Vegetables, Pancakes

Eggs Plate

本日のスープ

Today's Soup

ジュース［オレンジ/アップル/グレープフルーツ］

Juice[Orange / Apple / Grapefruit]

2,980

KID’S MENU


