
 
 
 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させて頂きます 

市場・天候等の状況により食材が変更になる事がございます 

アレルギーや不耐性をお持ちの方はご遠慮なくお申し出ください 

Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 
Menu items may change subject to availability and supply conditions. 

Please do not hesitate to let us know if you have any allergy or intolerance. 

 

ザ・グリル THE GRILL +81 75 541 3203 grill.kyoto@hyatt.com 

ハイアット リージェンシー 京都 Hyatt Regency Kyoto 

 
 

 

 

BREAKFAST 
6:30～10：30 

 
BREAKFAST BUFFET 朝食ブッフェ 

¥ 3,500 
 

下記よりお好きなブレックファスト アラカルトもお召し上がりいただけます。サービススタッフにお申し付けください。 
それぞれ ¥1,300にてアラカルト料理としてもご提供いたします。 

Inclusive of all American buffet items plus your choice of hot food from the a la carte menu. Please order hot food with your server. 
We also serve each item as a la carte at 1,300yen. 

 

Two eggs any style  
Scrambled, fried, poached, boiled or omelette  

*With your choice of condiments from the below selection  
Bacon, smoked ham, pork sausages, mushrooms, tomatoes 

 お好みの卵料理 

スクランブル フライド ポーチド ボイルド 又は オムレツ 

*付け合せを１品お選びください 

ベーコン レッグハム ポークソーセージ マッシュルーム トマト 
   

Eggs benedict 
Poached eggs on English muffin, smoked ham, Hollandaise 

 エッグベネディクト 

イングリッシュマフィンとポーチドエッグ レッグハム オランデーズ 
   

Belgian waffles 
Fresh fruit, whipped cream, maple syrup 

 ベルギーワッフル 

フレッシュフルーツ ホイップクリーム メープルシロップ 
   

Buttermilk pancakes 
Fresh fruit, whipped cream, maple syrup 

 バターミルクパンケーキ 

フレッシュフルーツ ホイップクリーム メープルシロップ 
   

French toast 
Caramelized banana and fresh blueberries 

Whipped cream, maple syrup 

 フレンチトースト 

キャラメルバナナ フレッシュブルーベリー 
ホイップクリーム メープルシロップ 

   

   

JAPANESE BREAKFAST TRAY  和朝食 

¥3,500 

Assorted simmered dish 

Today's grilled fish and egg 

Kyoto tofu, ginger, Kujo leek, soy sauce 

Steamed rice, pickles, miso soup, soy milk 

 小鉢 炊合せ 

焼き魚 卵料理 

京豆腐 生姜 九条葱 醤油 

御飯 香の物 味噌汁 豆乳 

   

BEVERAGE ドリンク 

Coffee / Americano / Espresso ￥850 コーヒー アメリカン エスプレッソ 
   

Cafe au lait / Caffe latte / Cappuccino / Hot chocolate ￥900 カフェオレ カフェラテ カプチーノ ホットチョコレート 
   

English blend / Darjeeling / Earl grey / Assam 

                   Green tea / Chamomile / Peppermint / Rose hip 
￥850 イングリッシュブレンド ダージリン アールグレイ アッサム  

グリーンティー カモミール ミント ローズヒップ 
   

Fresh slow pressed juices 
  Orange / Strawberry, apple, and lemon ￥1,200 

フレッシュスロープレスジュース 

オレンジ / 苺 リンゴ レモン 
   

Bottled juices 
Peach / Pineapple / Apple / Cranberry ￥900 

ボトルジュース 

ピーチ パイナップル アップル クランベリー 
   

Morning champagne flute ￥850 モーニングシャンパン（フルートグラス） 


