
Breakfast set
ブレックファスト セット

Please choose one juice and coffee or tea from the following

セットにはジュースとコーヒーまたは紅茶がついております。下記よりお選びください。

Juice - orange, grapefruit, apple, cranberry, carrot, tomato

オレンジ グレープフルーツ アップル クランベリー キャロット トマト 

Coffee, café au lait, café latte, tea, chamomile, peppermint, green tea or Japanese roasted tea

コーヒー カフェオレ カフェラテ 紅茶 カモミール ペパーミント 緑茶 ほうじ茶

The healthy breakfast 
ヘルシーブレックファスト 4,510

Low fat plain yoghurt, raspberries 

低脂肪 プレーン ヨーグルト ラズベリー

Mixed leaf salad, super food sprouts, sunflower seeds, quinoa, carrots, yoghurt dressing

ミックスリーフサラダ

スーパースプラウト 向日葵の種 キヌア 人参 ヨーグルトドレッシング

Egg white omelette with oven baked tomato, spinach, steamed vegetables

ホワイトエッグオムレツ ベイクドトマト ほうれん草 スチームベジタブル

A basket of oven baked fresh bakeries

served with butter, jam, marmalade and honey

自家製ベーカリーバスケット

バター ジャム マーマレードとハニー

Seasonal sliced fruit

フルーツプレート

また、卵料理はオーダーを頂いてからおつくりし、出来立てをテーブルまでご用意させていただきます。

Grand Hyatt Tokyo is ISO 22000:2018 certified,

アメリカンブレックファスト、サラダ、シリアル、ヨーグルト、

焼き立てのホームメイドベーカリーやペストリーをお楽しみください。

American breakfast traditions, salads, cereals, yoghurts, freshly baked breads and pastries.

Enjoy a variety of Asian hot dishes, European style charcuterie,

The egg dish of your choice will be cooked to order and brought to your table.

食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000:2018を取得しております

internationally recognized as the highest food safety management system.

食材にアレルギーのあるお客様 食事制限がおありのお客様は ご注文の際に係りの者にお申し付けください

The French Kitchen Breakfast Buffet

温かいアジア料理、ヨーロピアンスタイルのシャルキュトリー

グランド ハイアット 東京は、お客様が安心・安全にお食事をお楽しみいただけるよう、

Prices are subject to consumption tax and a 15% service charge.

税込みメニュー価格に15％のサービス料を頂戴いたします

To greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies or restrictions.

4,510



Continental breakfast
コンチネンタルブレックファスト 3,245

A basket of oven baked fresh bakeries

served with butter, jam, marmalade and honey

自家製ベーカリーバスケット

バター ジャム マーマレードとハニー

Cooked ham and camembert cheese 

ハムとカマンベールチーズ 

Natural plain yoghurt, raspberries

ナチュラルプレーン ヨーグルト ラズベリー

or または                                  

Choice of cereals - corn flakes, all bran, choco crispies, granola

お好みのシリアル - コーンフレーク オールブラン チョコレートクリスピー グラノーラ

Seasonal sliced fruit

フルーツプレート

American breakfast
アメリカンブレックファスト 4,510

A basket of oven baked fresh bakeries

served with butter, jam, marmalade and honey

自家製ベーカリーバスケット

バター ジャム マーマレードとハニー

Natural plain yoghurt, raspberries 

ナチュラルプレーン ヨーグルト ラズベリー 

or または                                  

Choice of cereals - corn flakes, all bran, choco crispies, granola

お好みのシリアル - コーンフレーク オールブラン チョコレートクリスピー グラノーラ

Two eggs any style - fried, scrambled, poached, boiled

卵料理 - 目玉焼き スクランブルエッグ ポーチドエッグ ゆで卵

or または

Omelette with tomato, mushroom, bell pepper, Cheddar cheese

※Two eggs and omelettes served with hash browns, oven baked tomato, crispy bacon, pork sausages, avocado

※上記の卵料理に以下のサイドディッシュがついております  

　ハッシュブラウン ポークソーセージ ベイクドトマト クリスピーベーコン アボカド

or または

Pancakes - banana, blueberries, maple syrup

パンケーキ - バナナ ブルーベリー メープルシロップ

Seasonal sliced fruit

フルーツプレート

 Japanese breakfast (available from 7:00 AM)
和朝食　（午前7時00分よりご用意いたします） 4,510

Steamed rice or rice porridge Miso soup, pickled vegetable

御飯 または お粥 味噌汁 漬物

Broiled fish, assorted small dishes Sliced fruit

焼魚 小鉢盛り合わせ 果物

オムレツ トマト マッシュルーム パプリカ オニオン チェダーチーズ 



Eggs & breakfast favorite
卵料理・その他

Ⓢ The French Kitchen galette - buckwheat crepe, home smoked salmon, poached egg 2,310

dill-sour cream, capers, potatoes

Two eggs any style - fried, scrambled, poached or boiled 2,090

お好みの卵料理 - 目玉焼き スクランブルエッグ ポーチドエッグ ゆで卵

Omelette with tomato, mushroom, bell pepper, Cheddar cheese

オムレツ (トマト マッシュルーム パプリカ チェダーチーズ)

※上記の卵料理に以下のサイドディッシュがついております 。

　ハッシュブラウン ポークソーセージ ベイクドトマト クリスピーベーコン アボカド

Eggs Benedict - poached eggs, English muffin, ham, Hollandaise sauce 2,420

エッグベネディクト ポーチドエッグ イングリッシュマフィン ハム オランデーズソース

Croissants sandwiches - Comte cheese, iceberg lettuce, mustard, mayonnaise 1,650

クロワッサンサンドウィッチ コンテチーズ アイスバーグレタス マスタード マヨネーズ

Ⓥ Avocado toast - avocado, lime, avocado oil, herb salad, kornheisser bread, poached egg 2,915

Pancakes or waffles - banana, blueberries, maple syrup 1,650

パンケーキ または ワッフル - バナナ ブルーベリー メープルシロップ

Ⓢ French toast, cinnamon sugar, maple syrup 1,705

フレンチトースト シナモンシュガー メープルシロップ

Chinese congee 1,595

中華粥

Bakery, cereals & yoghurt
ベーカリー・シリアル・ヨーグルト

A basket of oven baked fresh bakeries 3 pieces / 5 pieces 935 / 1,320

ベーカリーバスケット ３種類 / ５種類

Ⓥ Cereals - corn flakes, all bran, choco crispies, homemade granola, hot oatmeal 990

シリアル - コーンフレーク オールブラン チョコクリスピー 自家製グラノーラ オートミール

Ⓥ Bircher muesli, almonds 990

ビルヒャーミューズリー アーモンド

Ⓥ Natural plain yoghurt, raspberries 990

ナチュラルプレーン ヨーグルト ラズベリー 

Ⓥ COCONO natural coconut yoghurt, dairy free 1,320

ココノ ナチュラルココナッツ ヨーグルト

Energize your day - Enjoy a variety of fruit or vegetable juice, smoothies
フルーツや野菜の自家製ジュースやスムージーをお楽しみください

Ⓥ Orange, grapefruit, apple, cranberry, carrot and tomato juice 1,320

ジュース - オレンジ グレープフルーツ リンゴ クランベリー キャロット トマト

Ⓥ Cleansing juice - mizuna, apple, grapefruit, lemon 1,430

クレンジングジュース - 水菜 アップル グレープフルーツ レモン

Ⓥ Anti-stress smoothie - banana, soy milk, cacao nib 1,430

アンチストレススムージー - バナナ 豆乳 カカオニブ

Ⓥ Antioxidant smoothie - strawberries, blueberries, raspberries, yakult, maple syrup 1,540

アンチオキシダントスムージー - 苺 ブルーベリー ラズベリー ヤクルト メープルシロップ

Ⓥ Mixed berries 2,530

ミックスベリー

Ⓥ Seasonal sliced fruit 2,750

フルーツ盛り合わせ

Ⓢ Signature Dish シグネチャー  / Ⓥ Vegetarian ベジタリアン

フレンチキッチンガレット - そば粉のガレット 自家製スモークサーモン ポーチドエッグ

ディルサワークリーム ケッパー じゃがいも

※Two eggs and omelettes are served with hash browns, oven baked tomato, crispy bacon, pork sausages, avocado

アボカドトースト - アボカド ライム アボカドオイル ハーブサラダ コルンバイザーブレッド ポーチドエッグ


