
朝食ブッフェマップ

Egg Station

Co�ee  

卵はもちろんすべて北海道産。
イクラをのせてもおいしいですよっ！

何を
食べようか？

豊富な食材をアレンジして楽しめる。
北海道らしさも加えて “笑顔になる朝食を！”

・オムレツ（具材8種よりお選び頂けます）
・スクランブルエッグ      ・ゆで玉子
・目玉焼き・ポーチドエッグ

・イングリッシュ
   ブレックファスト 

・マイルドコーヒー
・スタンダートコーヒー

・ストロングコーヒー
・エスプレッソ
・カフェラテ
・カプチーノ
・抹茶ラテ

・リンゴジュース
・グレープジュース
・オレンジジュース

・ベルギープレーン食パン
・ベルギー全粒粉食パン
・パンオショコラ
・ブラックチェリーラティス
　　　　　　　　　　　　etc

・フルーツ系グラノーラ
・コーンフレークetc

・ストロベリー　・メロン
・グリーンレーズン
・クランベリー　
・バナナチップ                 etc

・カップヨーグルト

・プレーン
    ヨーグルト

・山中牛乳・スキムミルク・トマトジュース・カツゲン
・バナナ
・オレンジ
・メロン  etc

・あたたいかい豆乳

・オートミール
・白インゲン豆の
   トマト煮

・全粒粉パンケーキ

・道産蒸かしジャガイモ
・フライドポテト
・男爵イモのコロッケ
・イカの塩辛

・お粥 
・白米（ゆめぴりか） 

・ひじき  ・ もずく
・とろろ芋  ・沢庵漬け
・筑前煮 
・きんぴらごぼう

・チキン　・季節の野菜

・ザンギ　・ベーコン　・ポークソーセージ　・春巻

・ホットミルク
・ココア
・カフェモカ
・モカチーノ

Tea

Bread

Cereal

Yogurt

Dried fruits

Cold meal/SaladFruits

Japanese food

Hot meal

Milk
Skim milk

SoftDrink

その場で絞るオレンジジュースは
是非飲んでみて！

8種類の季節野菜を5種類のドレッシングで。
オリーブオイルや、粉チーズなど、サラダを

自由にアレンジして楽しめる。

北海道産のベーコンや
ソーセージにジャガイモ、
北海道らしいザンギも。

玄米茶とカツオ出汁の “だし茶漬け”。おかゆも胃にやさしい。
組み合わせ次第でいろんなテイストのお茶漬けが楽しめる。

米粉を使用したヌードルはのど越しが良く、
チキンベースのあたたかいスープが胃に優しい。
トッピングで自分好みにカスタマイズできるの
もうれしい。

北海道の豆乳で毎朝仕込む
“出来立て豆腐”

北海道産季節野菜のロースト。季節で変わる
野菜は常時約4種類。ソースは2種類で,
ハーブや卵のコクのあるペイザンヌと、
風味豊かなパプリカソースをお好みで。

タレに漬け込んだ
郷土料理を召し上がれ！

イクラを含めた和惣菜が豊富。
味噌汁は選べる具材も充実 ・フレッシュ・

　オレンジジュース

・クロワッサン

・北海道産野菜ロースト

・北海道
  スープカレー 

・出汁茶漬け（玄米茶と鰹出汁）

・フォー ・和惣菜

・できたて豆腐 

ホテルメイドのクロワッサン。
職人が毎日焼き上げています。

・ジンギスカン

山中牧場の牛乳は甘くておいしい！
北海道らしいカツゲンとトマトジュースは
お持ち帰り可能です。

・ダージリン・コーン茶
・アールグレイ・アッサム
・ハーブティー（2種）
・ウーロン茶・煎茶

・玄米
   フレーク・チャパタ　

・カイザーロール

Local food

・イクラ　
・たらこ　

シグネチャーメニュー
・エッグベネディクト（ベーコン）
・エッグモントリオール（サーモン）
・エッグフロレンティン
   （ホウレンソウ）

・蛸わさび 
・松前漬け

食事中以外は
マスク着用で

お願いいたします。

手袋を使用して
料理をお取り
ください。

テーブルにパーテーションを
設置しております。

入店時に「検温」と手指のアルコール消毒にご協力をお願いしております。
コロナ感染
拡大防止
対策

＊一部の料理は季節により変更になります。

LIVE KITCHEN

入口



Breakfast Bu�et Map

Egg Station
Coffee  

All eggs are produced in Hokkaido.
You can add salmon roe on top !

Tea

Bread

Cereal

Yogurt

Dried fruits

Cold meal/SaladFruits

Japanese food

Hot meals

Milk
Skim milk

SoftDrink

Boiled rice in brown rice tea & bonito stock. Porridge in easy on
your body. Enjoy the wide selection of toppings.

Produced in HokkaidoPho Washoku

Homemade Tofu

Genghis Khan

Local food

Signature Menu
・Egg Benedict ( Bacon )
・Egg Montreal ( Salmon )
・Egg Florentine ( Spinach )

＊Some of the selection will change according to the season

LIVE KITCHEN

Enjoy a wide selection of food.
Hokkaido-speci�c foods make you happy.

・Porridge  ・Rice ( Yumepirika )
・Octopus & Wasabi
・Matsumaezuke・Cod Roe

Rice Soup ( Brown Rice Tea & Bonito Stock )

Rice �our noodles go down smoothly.
Warm chicken broth is easy on your body.
Customize your own pho with the various toppings.

Plenty of  Washoku including
Salmon roe Various toppings for
miso soup.

Hokkaido’s local ram dish
soaked in special sauce

Made from Hokkaido soy
 milk every morning

4 kinds of seasonal vegetables.
2 kinds of sauce, rich �avored paysanne and 
paprika sauce

Roasted Vegetables produced in Hokkaido

Hokkaido-produced bacon, 
sausages, potatoes and 
Zangi, Hokkaido’s local food.

・Zangi・Bacon・Pork Sausage・Spring Rolls

・Steamed Hokkaido
    Potatoes・French Fries
・Potato Croquette
・Salted Squid

・Hot Soy Milk

・Bananas
・Oranges
・Melon  etc.

8 Seasonal vegetables & 5 types of dressing
Make your own salad with various toppings
including olive oil and grated cheese.

・Oatmeal
・White beans stewed in tomato sauce

Milk from the Yamanaka Farm has a rich �avor.

・Tomato juice and
   Katsugen ( Hokkaido’  local drink ) 
   are available for takeaway

・Green Raisins
・Banana Chips
・Melon
・Cranberries         etc.

・Brown Rice Flakes
・Fruits Granola
・Corn Flakes  etc.

・English Breafast
・Darjeeling

・Earl Gray  ・Herb Tea
・Green Tea
・Corn Tea 
   ( Hokkaido’ s local drink )
・Assam  ・Oolong Tea

Try freshly squeezed 
orange juice !

・Apple Juice ・Grape Juice
・Orange Juice

Fresh Orange
Juice

What are we 
gonna eat ?

・Strong Roasted Co�ee
・Medium Roasted Co�ee

・Light Roasted Co�ee   ・Espresso
・Cafe Latte   ・Cappuccino
・Matcha Latte  ・Hot milk・Cocoa 
・Cafe Mocha ・Mochaccino

・Omelette ( 8 choices of toppings )
・Scrambled Eggs   Boiled Eggs
・Sunny Side up Poached Eggs

Entrance

s

Soup Curry

・Salmon Roe 

We ask for your cooperation with temperature checks and
disinfecting of hands with alcohol when entering the restaurantMeasures to 

prevent the spread
of COVID-19

Please, 
always put on your

mask except
when you eat.

We have set up the acrylic shields on the tables.
to keep guests safe against the spread of the virus

Please use disposable gloves
when touching the food 
and drinks.

・Hijiki  ・Mozuku・Grated Yam
・Japanese Pickles
・Simmered Chicken and Root
    Vegetables
・Kinpira burdock root

・Chicken
・Seasonal vegetables

・Whole Wheat Pancakes

Hotel-made Croissants baked by 
the hotel bakers every morning
・Ciabatta
・Kaiser Roll
・Belgian Plain Bread
・Belgian Whole Wheat Bread
・Pain au Chocolat
・Black Cherry Lattice

・Plain Yogurt ・Cup Yogurt


