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¥4,200
 焼き魚 / 山菜の天ぷら / お刺身 / 地元野菜の煮物 / 犬山産とろろ芋 / 豆腐料理 /
 ご飯 / 赤出汁 /香物など

¥4,200
 卵料理 / 野菜 / 豆料理など
 卵料理を下記よりお選びいただき、その他はブッフェテーブルから自由にお取りいただけます。

 目玉焼き / ポーチドエッグ / ボイルエッグ / エッグベネディクト / スクランブルエッグ
 インディゴオープンオムレツ （トッピング：ハム / チーズ / マッシュルーム / トマト）

イングリッシュ ブレックファースト / アールグレイ / アイリッシュウイスキークリーム / ソフト ピーチ / 
バイタルグレープフルーツ / チル アウト ウィズ ハーブ

コーヒー / カフェラテ / カプチーノ / デカフェ コーヒー

JAPANESE BREAKFAST ¥4,200
 A large selection of dishes including grilled fish / wild vegetables tempura / sashimi / 
 stewed or simmered local vegetables /  Inuyama yam / tofu / rice / 
 red miso soup and pickled vegetables.

AMERICAN BREAKFAST ¥4,200
 A selection of dishes including egg dish / hot dish / grilled vegetables and baked beans.
 You can choose from the following egg dishes, and freely pick other items from the buffet table.

 EGG DISHES:  
 Fried Eggs / Poached Eggs / Boiled Eggs / Egg Benedict / Scrambled Eggs
 Indigo Open Omelette (Toppings to choose from: Ham / Cheese / Mushroom / Tomato) 

BREAKFAST MENU 

TEA
English Breakfast / Earl Grey / Irish Whiskey-Cream / Soft Peach / Vital Grapefruit / Chill out with Herbs

COFFEE
Coffee / Café Latte / Cappuccino / Decaf Coffee

*Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have. *Prices include 
consumption tax and service charge.
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朝食アラカルトメニューA LA CARTE MENU 

JUICE ¥900

 Orange

 Grapefruit

 Apple

 Vegetable Smoothie

ティー ¥1,200

 イングリッシュ ブレックファースト
 アールグレイ
 アイリッシュウイスキークリーム
 ソフト ピーチ
 バイタルグレープフルーツ
 チル アウト ウィズ ハーブ

コーヒー ¥1,200

 コーヒー
 カフェラテ
 カプチーノ
 デカフェ コーヒー

ジュース ¥900

 オレンジ
 グレープフルーツ
 アップル
 野菜スムージー

TEA ¥1,200

 English Breakfast

 Earl Grey

 Irish Whiskey-Cream

 Soft Peach

 Vital Grapefruit

 Chill out with Herbs

COFFEE ¥1,200

 Coffee

 Café Latte

 Cappuccino

 Decaf Coffee

DRINK ドリンクメニュー

KIDS BREAKFAST SET Omelette / Pancake / Fruits / Salad / Yogurt  ¥2,100 キッズブレックファーストセット オムレツ / パンケーキ / フルーツ / サラダ / ヨーグルト ¥2,100

A LA CARTE

 Yogurt (Natural or Low Fat) Plain / Fruit Compote (Strawberry / Blueberry)  ¥800

 Cereals (Cornflakes / Whole Grain Cereal / Chocolate Crispies / Bircher Muesli) ¥800

 Cold Cuts Smoked (Hida Salmon / Serrano Ham) ¥1,900

 Mixed Salad ¥1,000

 Power Salad ¥1,500

 Seasonal Vegetable Casserole ¥1,800

 Yamateras Egg Dish (Served with Side Dishes) ¥2,300
  Fried Eggs / Boiled Eggs / Egg Benedict (+¥200)
  Scrambled Eggs
  Indigo Open Omelette (Toppings of Choice: Ham /Cheese /Mushrooms /Tomato)

アラカルト
 ヨーグルト （ナチュラル又はローファット）プレーン / フルーツコンポート（ストロベリー / ブルーベリー） ¥800

 シリアル （コーンフレーク / 玄米フレーク / チョコレートクリスピー / バーチャーミューズリ） ¥800

 コールドカット （燻製飛騨サーモン / セラーノ ハム） ¥1,900

 ミックスサラダ ¥1,000

 パワーサラダ ¥1,500

 季節野菜のココット ¥1,800

 車山照 卵料理 （サイドディッシュ添え） ¥2,300
  目玉焼き / ボイルエッグ / エッグベネディクト（＋￥200） 
  スクランブルエッグ
  インディゴオープンオムレツ（トッピング：ハム / チーズ / マッシュルーム / トマト）
 

BREAD

 Croissant ¥800

 Pain au Chocolat ¥900

 Set ¥1,500

ブレッド
 クロワッサン ¥800

 パンオショコラ ￥900

 セット ￥1,500

TOAST

 Sweet Red Beans and Butter Toast ¥1,500

 French Toast ¥1,500

トースト
 小倉トースト ¥1,500

 フレンチトースト ¥1,500

RICE / NOODLES

 Grated Yam Kishimen Flat Noodles ¥2,100

 Tempura on Rice ¥2,800

ご飯 / 麺類
 とろろきし麵 ¥2,100

 天丼 ¥2,800

FRUITS

 Strawberries ¥1,200

 Orange ¥800

 Banana ¥600

フルーツ
 いちご ¥1,200

 オレンジ ¥800

 バナナ ¥600

※お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、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。　※上記価格に消費税とサービス料が含まれております。

*Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have. *Prices include 
consumption tax and service charge.
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