
アメリカン ブレックファースト コンチネンタル ブレックファースト 

ジュース(オレンジ、グレープフルーツ、トマト、アップル） ジュース(オレンジ、グレープフルーツ、トマト、アップル）

サラダ、フルーツ、冷菜、温菜、ブレッド サラダ、フルーツ、冷菜、ブレッド

卵料理　東富士農産　「御殿たまご」　を使用 　お好みのスタイルで コーヒー 又は 紅茶

オムレツ、目玉焼き、スクランブルエッグ、

ポーチドエッグ、エッグベネディクト

コーヒー 又は 紅茶

¥3,700 ¥2,700

卵料理 シリアル ＆ ヨーグルト

オムレツ、目玉焼き、スクランブルエッグ、ゆで卵 又は　 1,600 コーンフレーク、オールブラン 又は 900

 ポーチドエッグ フルーツグラノーラ　バナナ添え

プレーンヨーグルト 又は 低脂肪ヨーグルト　フルーツ添え 900

  上記の料理すべてに温かいサイドディッシュが添えられます。 ホットオートミール　はちみつ添え 1,200

カットフルーツ 1,500

エッグベネディクト　 2,000

グリーンサラダ添え、スモークサーモン、ポークハム 和食

ポーチドエッグ、イングリッシュマフィン、オランデーズソース 味噌汁 550

ご飯 又は お粥　香の物添え 500

サイドセレクション

グリーンサラダ 1,200 ジュース

（和風ドレッシング 又は 赤ワインビネガー） アップル、グレープフルーツ　又は トマト 800

スモークサーモン 1,200 フレッシュオレンジジュース　又は スムージー 1,200

ベーカリー ＆ スイーツ コーヒー ＆ 紅茶セレクション

ホワイトトースト、全粒粉トースト 500 コーヒー、エスプレッソ、カプチーノ 又は カフェオレ 850

ベーカリーバスケット　本日のパン盛り合わせ    1,300 イングリッシュ ブレックファースト、ダージリン 又は アールグレイ 1,000

パンケーキ 1,500 カフェインレスティー 1,000

 メープルシロップ、ホイップクリーム、ベリー添え カモミール、ミント 1,000

フレンチトースト 1,500

 メープルシロップ、ホイップクリーム、ベリー添え

Reservations, contact: +81 460 82 2000 Or visit: hakone.regency.hyatt.com hakone.regency.hyatt.jp

ジュース(オレンジ、グレープフルーツ、トマト、アップル）

ご飯 又は お粥、味噌汁、焼き魚、小鉢、出し巻き玉子、豆腐、香の物、納豆、フルーツ

コーヒー 又は 紅茶

¥3,700

Dining Room

メニューは季節により変わりますのでご了承ください。

上記税込料金にサービス料13％を加算させていただきます。

和朝食

Dining Room
7:30 - 10:30 (L.O)



American breakfast Continental breakfast

Juices(orange, grapefruit, tomato, apple) Juices(orange, grapefruit, tomato, apple)

Salad, fruits, cold dishes, hot dishes, bread, Salad, fruits, cold dishes, bread, 

Choose one option :(Egg dishes cooked from Goten eggs.) Coffee or tea

Omelette, fried eggs, scrambled, poached, egg benedict

Coffee or tea

¥3,700 ¥2,700

Two eggs in any style Cereals & yoghurt

Fried, scrambled, poached, or boiled 1,600 Corn flakes, all bran, or 900

Omelette 1,600 Fruits granola with banana

 choice of plain, ham and/or cheese, onion, tomato Plain yoghurt or low fat yoghurt with fruits 900

Hot oatmeal, honey 1,200

 All egg dishes above are served with warm side dishes. Cut fruits 1,500

Egg benedict 2,000

green salad, smoked salmon, pork ham Japanese selection

poached eggs, English muffins, hollandaise sauce Miso soup 550

Steamed rice or rice porridge, Japanese pickles 500

Side selection

Juices

Green salad 1,200 Apple, grapefruit or tomato 800

(Japanese dressing or red wine vinegar) Fresh Orange juices　or smoothie 1,200

Smoked salmon 1,200

Coffee & tea selection

Bakery & sweets Coffee, espresso, cappuccino, or café au lait 850

White toast or whole wheat toast 500 English breakfast, darjeeling, or earl grey 1,000

Bakery basket 1,300 Decaffeinated tea 1,000

Pancakes 1,500 Chamomile or peppermint 1,000

 maple syrup, whipped cream, berries

French toast 1,500

 maple syrup, whipped cream, berries

Coffee or tea

All prices are inclusive of tax and are subject to a 13% service charge.

Dining Room

Japanese breakfast

Juices(orange, grapefruit, tomato, apple)

Rice or porridge, miso soup, grilled fish, kobach, Japanese omelette, tofu, pickles, fermented soybeans, fruits

¥3,700

Reservations, contact: +81 460 82 2000 Or visit: hakone.regency.hyatt.com hakone.regency.hyatt.jp

Menu may change according to the season and delivery.

Dining Room
7:30 - 10:30 (L.O)


