
◇食物アレルギーと食物不耐性について　当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問は、
　スタッフへお尋ねください。

＊We welcome enquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients. 

From 6:00 To 10:30 a.m.(L.O)

Omelet / White Omelet
 With Cheese, Mushroom, Onion, Tomato, Spinach, Ham

オムレツ / ホワイトオムレツ
トッピング：チーズ , キノコ , 玉ねぎ , トマト , ホウレン草 , ハム

Scrambled / Sunny Side Up / Poached / Boiled
スクランブル / 目玉焼き / ポーチ / ゆで卵

Egg Benedict
エッグベネディクト

== EGGS 卵料理 ==

サルティーダ モーニングマルシェ
SALTIDA Morning Marché

Please enjoy a wide variety of buffet style menus including fruits, vegetables,
 yogurt, hot sweets, noodles, Chinese congee, hotel homemade bakeries and juice.

フルーツやベジタブル、ヨーグルト、ホットスイーツ、ヌードル、中華粥、
ホテル自家製ベーカリー、ジュースなどブッフェ形式でお楽しみください。

The following egg menus are freshly prepared in order buffet format.
Served with moromi pork bacon, agu pork sausage and today’s vegetables

下記の卵料理はオーダーブッフェ形式でご提供いたします。
もろみ豚ベーコン、あぐー豚ソーセージ、本日のサイドベジタブルがつきます。

Omelet / White Omelet
 With Cheese, Mushroom, Onion, Tomato, Spinach, Ham

オムレツ / ホワイトオムレツ
トッピング：チーズ , キノコ , 玉ねぎ , トマト , ホウレン草 , ハム

Scrambled / Fried Eggs / Poached / Boiled  / Egg Benedict
スクランブル / 目玉焼き / ポーチ / ゆで卵 / エッグベネディクト

== EGGS 卵料理==

サルティーダ モーニングマルシェ
SALTIDA Morning Marché

Please enjoy a wide variety of buffet style menus including fruits, vegetables,
 yogurt, noodles, Chinese congee, hotel homemade bakeries and juice.

フルーツやベジタブル、ヨーグルト、ヌードル、中華粥、
ホテル自家製ベーカリー、ジュースなどブッフェ形式でお楽しみください。

The following egg menus are freshly prepared in order buffet format.
下記の料理はオーダーブッフェ形式でご提供いたします。

Today’s Hot Sweets  
本日のホットスイーツ

Omelet / White Omelet

 With Cheese, Mushroom, Onion, Tomato, Spinach, Ham

オムレツ / ホワイトオムレツ

トッピング：チーズ , キノコ , 玉ねぎ , トマト , ホウレン草 , ハム

Scrambled / Fried Eggs / Poached / Boiled

スクランブル / 目玉焼き / ポーチ / ゆで卵

== EGGS 卵料理==

サルティーダ モーニングマルシェ
SALTIDA Morning Marché

Please enjoy a wide variety of buffet style menus including fruits, vegetables,
 yogurt, noodles, Chinese congee, hotel homemade bakeries and juice.

フルーツやベジタブル、ヨーグルト、ヌードル、中華粥、
ホテル自家製ベーカリー、ジュースなどブッフェ形式でお楽しみください。

The following egg menus are freshly prepared in order buffet format.
下記の料理はオーダーブッフェ形式でご提供いたします。

Please come and enjoy an Okinawan breakfast.Yushi-tofu and other Okinawan dishes await you.

/ Okinawa-style Breakfast

There are two Japanese breakfast menus offered on alternate mornings.
和朝食膳は日替わりにてご案内しております。

Steamed Ishigaki Mozuku with Minced Chicken Balls

かみやーき小の石垣名産蒲鉾

地元農家さんが大切に育てた
　　　　　　　　　　　青パパイヤのしりしり

　　　　　　　　　　　　

Shredded Green Papaya Salad

Akabana
あかばなー

Fluffy Japanese Omelet made with Laver

Simmered Okinawan Pork Bellies and Taro Potatoes

石垣近海採れたて　もずく蒸し　鶏団子と共に

沖縄県産豚のらふてぃと里芋の旨煮

さごし幽庵焼き　島野菜を添えて
Grilled Marinated Spanish Mackerel

Deigo
でいご

ふわふわ出汁巻き卵

Fish Paste (Kamaboko) from Kamiyaki-gwa

Tomiyama’s Hand-made Yushi-tofu 
                                            with Soy Sauce-base Sauce

Crispy Vegetables and Fu (Gluten) in a Sesame Broth 

鶏そぼろと茄子旨煮

久米島無添加味噌汁

厳選まぐろ丼（または、ご飯）

Fluffy Japanese Omelet made 

　　　　　　　　　　　

Simmered Deep-fried Snapper

アカマチの揚げ煮 　島野菜を添えて

豊見山さんの手作りゆし豆腐
                            冷やしべっ甲餡仕立て

Tomiyama’s Hand-made Yushi-tofu 
                                                   with Soy Sauce-base Sauce

豊見山さんの手作りゆし豆腐
                                 冷やしべっ甲餡仕立て

しゃきしゃき青菜と車麩の胡麻浸し

Simmered Minced Chicken and Eggplant simmered

Miso Soup with All-natural Miso from Kume-island

Tuna Rice Bowl or Rice

石垣近海採れたて　もずく酢
Ishigaki Mozuku in Vinegar

かみやーき小の石垣名産蒲鉾
Fish Paste (Kamaboko) from Kamiyaki-gwa

「ゆし豆腐」をはじめとした沖縄ならではの料理を取り入れた朝食。
一日の始まりをごゆっくりお過ごしください。

八重山和朝食膳

Miso Soup with All-natural Miso from Kume-island

Tuna Rice Bowl or Rice

久米島無添加味噌汁

厳選まぐろ丼（または、ご飯）

ふわふわアーサ入り出汁巻き卵


