BREAK FAST

wE L L- B E I NG S LOw B R E A K FAST
ハレ（ 晴れ）の朝 食

¥ 3,080

‘ Hare’ Special
Break fast
ゆっくりと時間をかけ、
からだの中に落ち着かせる
心身を活 性させる朝食です。

Take your time and
calm down in your body,
It is a break fast that rejuvenates
the mind and body.

小松菜とリンゴのジュース

KOMATSUNA Spinach and Apple Juice
フレッシュ野菜のサラダ
和出汁ジュレとともに

Fresh Vegetable Salad
with Broth Vinager Gelée
おばんざい “ Obanzai ”
●

伊藤 養 鶏場のこだわり卵 たまごころ"の温 度 玉子

Poached Egg of “ Tamagokoro”
f rom Ito Chicken Farm
●

紋甲イカと醤油イクラ

Cuttlef ish Sashimi and
Soy Sauce Seasoned Salmon Roe
●

里芋の煮物

Boiled Taro
●

ちりめん山椒

Small Dried Saldine and Berries of Sansho

自家製汲み上げ豆 腐 柚子ポン酢かけ

Freshly Made Tofu with Yuzu Citrus
and Soy Vinegar
旬の魚の焼き魚

Grilled Seasonal Fish

SORANO 米の白ご飯
SOR ANO R ice
※ご飯のおかわりは、
お気 軽にお申し付けください。

* Please feel f ree to ask for a refill of r ice.

自家製味噌とキノコの味噌汁 香の物

Miso Soup with Homemade M iso
and Various Mushrooms Pickles

BREAK FAST

wE L L- B E I NG L I G H T B R E A K FAST
ケ（褻）の朝 食

鮭の塩 麹 焼き

Grilled Salmon Seasoned by Salted Koji

¥ 1 ,980

‘ Ke’ Ordinary Break fast
日常の延長として楽しめる

お惣菜 3 種

Three Varieties of Side Dishes
里芋のキノコ餡掛け

心とからだに軽 やかな
メニュー構成です。

Taro with Mushrooms and Starchy Sauce

It is a l ight menu structure
for the mind and body
that you can enjoy as
an extension of your daily l ife.

SORANO 米の白ご飯

※ご飯のおかわりは、

Miso Soup with Homemade Miso Pickles

SOR ANO Rice
自家製味噌の味噌汁 香の物

お気 軽にお申し付けください。

* Please feel f ree to ask for a refill of r ice.

K I DS B REAKFAST
キッズ 朝食プレート

¥ 1 ,980

Kids Breakfast Plate
フレッシュ野菜のサラダ

ミニポークソーセージ

M ini Pork Sausages

2 種 類のパン
2 K inds of Bread

Fresh Vegetable Salad

彩りフルーツのゼリー寄せ

伊藤養 鶏場 たまごころ"の
スクランブルエッグ

プレーンヨーグルト

Scrambled Eggs of “ Tamagokoro”
from Ito Chicken Farm

Fruits Gelly

Plain Yogur t

スマイルフライドポテト

オレンジジュース または
リンゴジュース

Fried Potato

Orange Juice or Apple Juice

※ご飯やお味噌汁をご希望の場 合は、メニューの一部を変更いたしますので、お 近くのスタッフに お申し付けください。

* I f you would l ike r ice or miso soup, we will change a part of the menu. Please ask the staff.

※仕入れ状 況により、食 材・産地を変 更する場 合がございます。
※すべての料金には消費税が含まれています。 ※お会計はテーブルにて承ります。お近くのスタッフにお申し付けください。

*The contents or production area of the food can vary according to the buying and stock state of the day.
* Tax will be added to your bill. *Payments are accepted at the table. Please call staff for assistance.

