big island breakfast

ビッグアイランド・ブレックファースト
アット・ウォーターズ・エッジ

AT WATER’S EDGE

buffet offerings

THE BIG ISLAND BUFFET*
ビッグアイランド ビュッフェ
CHILDREN 6-12** 子供 (6～12歳)
シェフが目の前で焼くオムレツやフルーツ、ペイ
ストリーのほか、ごはんや味噌汁など和洋の冷製＆
温製朝食メニューが楽しめるフルブレックファー
ストビュッフェ。ジュース、コーヒー、お茶各
種、ソフトドリンク付き。
THE CONTINENTAL BUFFET*
コンチネンタル ビュッフェ
CHILDREN 6-12** 子供 (6～12歳)

フルーツ、シリアル、ヨーグルト、焼きたての
ペイストリー各種、ジュース、コーヒー、紅茶、
ソフトドリンクが揃います。
HUANYING BREAKFAST*
ホアンイン (歓迎) ブレックファースト
CHILDREN 6-12** 子供 (6～12歳)
伝統的な中華風朝食。鶏がゆまたは白がゆ、薬味
各種、チャーハン、飲茶、フルーツ、ゆで卵、豆
乳、お茶が楽しめます。

refreshments

cage free eggs

ビュッフェ
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28
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ドリンク

WAIKOLOA MIMOSA ワイコロアミモザ
ワイクリフ・スパークリングワイン、フルーツジュース

9

BLOODY MARY
ブラッディマリー
9
スミノフウォッカ、ブラッディマリーミックス、トッピング
HOT TEA ホットティー
ハーブティー各種 herbal / 緑茶 green / 紅茶 black

4

HOT CHOCOLATE ホットチョコレート

4

FRESHLY BREWED COFFEE コーヒー
レギュラー regular / ノンカフェイン decaf

8

CHILLED FRUIT JUICE フルーツジュース 4
パッションオレンジグアバ p.o.g./ パイナップル pineapple/
グアバ guava/ オレンジ orange/ アップル apple/ クランベ
リー cranberry/ トマト tomato/ グレープフルーツ grapefruit
MILK ミルク
成分無調整牛乳 whole/ スキムミルク skim/ 豆乳 soy/
アーモンド almond/ チョコレートchocolate

4

bakeries, cereals, fruit, yogurt

卵料理
25

CREATE YOUR THREE EGG OMELET*
クリエイト ユア オウン 3エッグオムレツ

以下よりお好きな具を最大3つお選びください。

チェダーチーズcheddar、スイスチーズswiss、フェタチーズ
feta、ハムham、ソーセージsausage、ベーコンbacon、マッ
シュルームmushroom、オニオンonion、トマトtomato、ピー
マンbell paper、ほうれん草spinach
追加の具 各+2
ブレックファーストポテトpotatoesまたはカットフルーツ＆
トースト fruit & toast をお選びください。

TWO FRESH FARM EGGS*
24
2フレッシュファームエッグ
お好みのスタイルの卵２つ、ブレックファーストポテト、
トースト、お好みの朝食ミート(ベーコン bacon、ソーセージ
リンクスsausage linksまたはハム ham)

favorites

シェフのおすすめ

VEGETABLE FRITTATA 野菜のフリッタータ
赤ピーマン、レッドオニオン、ゴートチーズ、ほうれん草、
ケージフリーエッグ、ポテト、トマティーヨソース

LOCO MOCO* ロコモコ
ハワイ島生まれのローカルフード
２ケージフリースクランブルエッグ、ハンバーグ、ごはん、
グレービーソース

24

26

CHILAQUILES チラキレス
24
ケージフリーフライドエッグ、カルアピッグ、ケソフレスコ
チーズ、グリーンサルサ、コーントルティーヤ

griddle

グリドルケーキ (パンケーキ) etc.

NUTELLA FRENCH TOAST
ヌテラ フレンチトースト
卵液に浸したブリオッシュを黄金色に焼き上げて、
シロップグレーズベーコンと一緒に

PINEAPPLE UPSIDE DOWN PANCAKES
パイナップル アップサイドダウン パンケーキ
ミント、マリブラム風味シロップ

25

24

ベーカリー/シリアル/フルーツ/ヨーグルト
BASKET OF FRESH BAKERIES
焼きたてベーカリーバスケット
焼きたてバタークロワッサン、本日のマフィン、
バナナブレッド、ジャム＆バター
GRANOLA YOGURT PARFAIT
グラノーラヨーグルトパフェ
フレッシュミント、ベリーコンポート
COLD CEREAL SELECTION
コールドシリアル各種
シリアル各種またはグラノーラ
追加：季節のベリー＆バナナ +2

SEASONAL FRUIT 季節のフルーツ
旬の地元産スライスフルーツ、ヨーグルト添え

STEEL CUT OATMEAL (GF)
スティールカットオートミール
スティールカットオーツ、ブルーベリーとアップルの
コンポート、メープルシロップ、ギリシャヨーグルト

sides
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サイドメニュー

LOW FAT FRUIT YOGURT
低脂肪フルーツヨーグルト
BREAKFAST POTATOES
ブレックファーストポテト

2 CAGE FREE FRESH EGGS*
２ケージフリーエッグ

HAM ハム/ BACON ベーコン/TURKEY ター
キー または PORK SAUSAGE ポークソーセージ*

TOAST トースト/ BAGEL ベーグル または
ENGLISH MUFFIN イングリッシュマフィン
全粒粉 wheat / 食パン white / ライ麦 rye /
マルチグレイン multi-grain / サワードウ sourdough
ホイップバター、クリームチーズ、フルーツプレザーブ
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表示料金にはハワイ州消費税は含まれておりません。6名以上のグループのお客様には、15％のサービス料を予め加算させていただきます。
食物アレルギーをお持ちのお客様はマネージャーまでお知らせください。

*肉類、魚介類、鶏卵等の生食またはそれに近い形での消費は食中毒の危険性が高まる恐れがあることを予めご了承ください。
** 大人1名がメインディッシュをご注文で同伴の５歳以下無料

