
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

THE BLUE ROOM 

SMOOTHIES & SIGNATURE JUICES

グリーン 1600	
キウイ、リンゴ、セロリ、ミント、スピルリナ

ナッティー 1600	
バナナ、アーモンドミルク、クルミ、きな粉

ダブルベリー 1600	
ブルーベリー、リンゴ、ココナッツ、チアシード

ルーツ 1300
ビーツ、オレンジ、生姜

サンライズ 1500
セロリ、グレープフルーツ、ブラックペッパー

イミューンショット 600	
生姜、ブラックペッパー、ターメリック 

SPECIALTY TEA & COFFEE

煎茶	 1200
玄米茶
抹茶黒豆茶
インペリアルイングリッシュブレックファースト
サンダーボルトダージリン
アールグレイ
デカフェセイロンティー
ペアーツリーグリーン
マウンテンベリーハーバル

エスプレッソ 1000

ダブルエスプレッソ 1100

アメリカーノ 1000

カフェラテ、カプチーノ、カフェモカ 1200 

BREAKFAST SETS 

ブルー ルームブレックファースト 6300	
温かい / 冷たいお飲みもの、クロワッサン、デニッシュ、グリーンサラダ、旬のフルーツ
スモークサーモン、ハム、チーズ、お好みのエッグディッシュ1品

和朝食 6300
温かい / 冷たいお飲みもの 、味噌汁、自家製ピクルス
野菜の煮物、卵、焼き魚、小鉢、旬のフルーツ、白米または玄米 

BAKERY & PASTRY

ベーカリー ボード 
本日のベーカリーセレクション、はちみつ、ジャム 

2600	

HEALTHY
シーズナルフルーツ 
旬のフルーツセレクション

ホームメイドミューズリー 
グリークヨーグルト、アップル、ベリー、アーモンド、クルミ

グラノーラ & アサイ 
キウイ、ココナッツ、バナナ、ベリー 

2600	

1500

2100	

COLD CUTS
ミート 
パルマ産ハム、ロゼットサラミ、チョリソー

1800

キュアードサーモン 
マスタード、ディル＆ハニーソース

2000

チーズ 
カマンベール、コンテチーズ、クリームチーズ 

2600

BREAKFAST SPECIALS

エッグベネディクト 2900
ハムまたはスモークサーモン、オーランデーズ、イングリッシュマフィン

グリーンオムレツ 2600
ケール、ほうれん草、パセリ

お好みの卵料理 2900
キュウリのサラダ

アボカドトースト 3000
クラッシュアボカド、ポーチドエッグ、三つ葉クレス、ナッツ、マルチシーズトースト

エッグ＆ベーコンサンドイッチ 3000
チリスクランブルエッグ、ソーセージ、ベーコン、アボカド、チェダーチーズ、ブリオッシュミルクブレッド 

SIDE

クリスピーポークベーコン 700

グリルドポークソーセージ 700

マッシュルームのソテー＆チェリートマト 700

ブロッコリー、ライム 700

キュウリのサラダ、ディル 700	 

SWEET
ブリオッシュフレンチトースト 2500
北海道かぼちゃ、味噌、キャラメル、ストロベリーコンポート　　

パンケーキ 2300
リンゴのキャラメリゼ、シナモン、トーステッドアーモンド

表記料金には消費税とサービス料 15%が含まれております。
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