
GRAND KITCHEN  

AMERICAN BREAKFAST 

グランドグランドグランドグランド キッチンキッチンキッチンキッチン  

アメリカンアメリカンアメリカンアメリカン ブレックファストブレックファストブレックファストブレックファスト  
 

¥4,000 
 

フレッシュジュースフレッシュジュースフレッシュジュースフレッシュジュース: オレンジ、グレープフルーツ、 
トマト、またはベジタブルミックス 

Choice of fresh juice: 
 orange, grapefruit, tomato or mixed vegetable 

                                
 

ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト 
 (ヨーグルトコーナーよりお取りください。) 

Yogurt (Available at the Yogurt corner) 
                                
 

ベーカリーバスケットベーカリーバスケットベーカリーバスケットベーカリーバスケット:  
ブリオッシュ、クロワッサン、デニッシュペストリー、 

トースト (ホワイトとライブレッド) 
Bakery basket: brioche, croissant, Danish pastry, 

 toast (white and rye bread) 
                                
 

季節のフルーツ季節のフルーツ季節のフルーツ季節のフルーツ 
Seasonal fresh fruit 

                                
 

スモークサーモンとスモークサーモンとスモークサーモンとスモークサーモンとパルマ産プロシュートのパルマ産プロシュートのパルマ産プロシュートのパルマ産プロシュートの彩り彩り彩り彩りサラダサラダサラダサラダ 
Smoked salmon and Parma prosciutto mixed salad 

                               

 

メインディッシュメインディッシュメインディッシュメインディッシュ 

Main dishes 
下記よりお好きな料理を 1 品お選びください。 

Choose one of our specialty dishes to enjoy with the Breakfast. 

 

*オムレツオムレツオムレツオムレツ / お好みの具材とともに 

(ハム、チーズ、オニオン、マッシュルーム、トマト) 
Omelet with your choice of topping: 

ham, cheese, onion, mushroom, tomato 

 

*エッグエッグエッグエッグ ベネディクトベネディクトベネディクトベネディクト / ほうれん草、オランデーズソース 
(スモークサーモン または ジャンボンブラン) 

Eggs Benedict with spinach, Hollandaise sauce 

(with smoked salmon or Jambon blanc) 
 

*フライドエッグフライドエッグフライドエッグフライドエッグ 

Fried eggs 

 

*スクランブルドスクランブルドスクランブルドスクランブルド エッグエッグエッグエッグ    
Scrambled eggs 

 

*モーニングモーニングモーニングモーニング リブステーキリブステーキリブステーキリブステーキ (+¥1,000) 

Morning rib steak (+¥1,000) 
 

*パンケーキパンケーキパンケーキパンケーキ または ワッフルワッフルワッフルワッフル / ミックスベリーのチャツネ、 

ホイップクリーム、メープルシロップ 

Pancakes or waffles, mixed berry chutney, whipped cream, maple syrup 

 
上記の卵料理には、グリルドベーコン・チポラタソーセージ・ 

季節の温野菜が付きます。 

The above egg dish comes with Grilled bacon, Chipolata sausage, and 

Seasonal steamed vegetables. 

 

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー またはまたはまたはまたは 紅茶紅茶紅茶紅茶 

Coffee or tea 

 

 

JAPANESE BREAKFAST 

ジャパニーズジャパニーズジャパニーズジャパニーズ ブレックファストブレックファストブレックファストブレックファスト 

 

¥4,200 

 
 

ジュース: オレンジ､グレープフルーツ､ 

トマト､またはベジタブルミックス 

Selection of juices: orange, grapefruit,  

tomato or mixed vegetable 

 

季節野菜の炊き合わせ  

Seasonal vegetable ragout 

 

小鉢各種 

Condiments 

 

御飯 または お粥 

Rice or porridge 

 

焼き海苔 

Toasted nori 

 

本日の焼き魚 

Grilled fish of the day 

 

梅干し 

Salted plum 

 

香の物 

Japanese pickles 

 

味噌汁 

Miso soup 

 

季節の果物 

Seasonal fruits 

 

緑茶 

Green tea 

 

 

* ご提供の数量に限りがございます。 

* Quantities are limited. 

 

 

 

表示価格に別途サービス料 10%、消費税を加算させていただきます。 

食材によるアレルギーなどがございましたら、予め係へお申し付けください。 

米飯類・米加工品の産地情報については、スタッフにお尋ねください。 

All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 10% service charge and 

consumption tax. 

Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies or are 

observing dietary restrictions. 

For inquiries about rice-based food, kindly ask our staff. 



アアアア ララララ カルトカルトカルトカルト A La Carte 

ジュース：オレンジ､グレープフルーツ      ¥1,200  Selection of juices: orange, grapefruit 

トマト､ベジタブルミックス               tomato, mixed vegetable 

ミルク､低脂肪乳､豆乳       ¥500   Milk, low fat milk, soy milk 

 ベーカリーバスケット： ¥1,000 Bakery basket: 

 バゲット､クロワッサン､デニッシュペストリー  baguette, croissant, Danish pastry 

                 バター､コンフィチュール､蜂蜜  butter, preserve, honey 

 トースト：イギリスパン または ライ麦パン ¥600 Toast: English crusty style bread or 

rye bread 

 セリアル： ¥800 Cereals: 

 コーンフレーク､オールブラン､グラノーラ  corn flakes, all bran, granola 

 オートミール ¥800 Oatmeal 

 プレーンヨーグルト､低脂肪ヨーグルト ¥1,000 Plain yogurt, low fat yogurt   

 ミックスベリーのチャツネ、蜂蜜  with mixed berries chutney, honey 

 季節野菜のサラダ / フレンチドレッシング ¥1,500 Seasonal salad / French dressing 

 季節のフルーツ盛り合わせ ¥2,500 Assorted seasonal fruits  

 温野菜 ¥1,200 Steamed vegetables 

 ハーフグレープフルーツ ¥700 Halved grapefruit 

 パパイヤ ¥1,100 Papaya 

 フレンチトースト / メープルシロップ、バター ¥1,600 French toast / maple syrup, butter 

 ワッフル / ミックスベリーのチャツネ、蜂蜜 ¥1,600 Waffles / mixed berry chutney and honey 

 パンケーキ / ミックスベリーのチャツネ、蜂蜜 ¥1,600 Pancakes / mixed berry chutney and honey 

 

 卵料理卵料理卵料理卵料理 Egg Dishes 

 フライドエッグ､スクランブルドエッグ ¥1,600 Two eggs any style: 

 ポーチドエッグ､プレーンオムレツ  Fried, scrambled, poached or plain omelet 

 ベーコン､ハム または チポラタソーセージ ¥2,000 with bacon, ham or chipolata sausage 

 オムレツ:  ¥1,700 Omelet: 

 ハム､チーズ､マッシュルーム  ham, cheese, mushroom 

 エッグベネディクト:  ¥2,200 Eggs Benedict:  

 ポーチドエッグ､マフィン､オランデーズソース  poached eggs, muffin, Hollandaise sauce 

 ジャンボンブラン または スモークサーモン  Jambon blanc or smoked salmon 

 グリルドベーコン､ジャンボンブラン または ¥ 700 Grilled bacon, Jambon blanc or 

 チポラタソーセージ  chipolata sausage 

 

 カフェカフェカフェカフェ セレクションセレクションセレクションセレクション       Cafe Selection 
 パレスホテル東京 オリジナル ¥1,050 Palace Hotel Tokyo  

 ハウス ブレンド コーヒー  house blended coffee  

 エスプレッソ ¥1,050 Espresso 

 カプチーノ ¥1,050 Cappuccino 

 カフェラテ ¥1,050 Caffè Latte 

 ホットチョコレート ¥1,050 Hot chocolate 

 

 ティーティーティーティー セレクションセレクションセレクションセレクション Tea Selection 

 クラシカルティー：オレンジペコ ¥1,050 Classical tea 

 ダージリン ルクール ¥1,050 Darjeeling Lukull 

 イングリッシュ ブレックファスト ¥1,050 English Breakfast 

表示価格に別途サービス料 10%、消費税を加算させていただきます。 

食材によるアレルギーなどがございましたら、予め係へお申し付けください。 

米飯類・米加工品の産地情報については、スタッフにお尋ねください。 

All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 10% service charge and consumption tax. 

Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies or are observing dietary restrictions. 

For inquiries about rice-based food, kindly ask our staff. 


