
Prices are inclusive of consumption tax and 15% service charge. 
上記料金には消費税とサービス料15%が含まれています。 

 

 

 
 
 

Juices and Smoothies 

ジュースとスムージー 

 

JUICES 
Orange / Grapefruit / Apple / Carrot / Tomato / 
Juice of the Day 
ジュース 
オレンジ、グレープフルーツ、アップル 
キャロット、トマト または 本日のジュース 

¥1,644 

GINGER AND SPICE (IMMUNITY) 
pineapple, carrot, goji berries, ginger, turmeric, lime, orange 
ショウガとスパイスのブースター 
パイナップル キャロット クコの実 ショウガ 
ターメリック ライム オレンジ 

¥1,833 

  
Yogurt and Cereals 

ヨーグルトとシリアル 

 

ORGANIC PLAIN YOGURT 
OR LOW-FAT FRUIT YOGURT 
オーガニックプレーンヨーグルト または 
低脂肪フルーツヨーグルト 

¥1,644 

BIRCHERMUESLI 
toasted almonds, shaved apples 
トラディショナルバーチャミューズリー 
アーモンド アップル 

¥1,960 

HOMEMADE GRANOLA 
organic yogurt, seasonal berries 
ホームメイド グラノーラ 
オーガニックヨーグルト 季節のベリー 

¥1,960 

CORNFLAKES OR ALL-BRAN 
whole / low fat / non-fat / soymilk  
seasonal berries / banana 
コーンフレーク または オールブラン 
牛乳、低脂肪乳、無脂肪乳 または 豆乳 
季節のベリー または バナナ添え 

¥1,707 

 
 

From the Bakery 
フロム ザ ベーカリー 

 

BAKERY BASKET 
butter croissant, pain au chocolat, danish pastry 
muffin and brioche roll 
本日のベーカリーの盛り合わせ 
クロワッサン パンオショコラ デニッシュ 
マフィン ブリオッシュ 

¥2,277 

WHITE, WHOLE WHEAT, 
MULTIGRAIN TOAST 

ホワイトトースト 全粒粉トースト 多穀トースト  
 

¥695 

GLUTEN-FREE BREAD 
グルテンフリーブレッド 

¥1,012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

The Peninsula Favorites 
ザ・ペニンシュラ フェイバリット 

 

SIGNATURE FRENCH TOAST 
berries, mixed nuts, double cream, maple syrup 
シグネチャー フレンチトースト 
ベリー ミックスナッツ ダブルクリーム メープルシロップ 

¥2,530 

THE PENINSULA AVOCADO TOAST 
poached egg, dashi hollandaise sauce 
ザ・ペニンシュラ アボカドトースト 
ポーチドエッグ 和風オランデーズソース 

¥2,909 

SUPERFOOD SALAD 
avocado, spelt, quinoa, goji berries, broccoli sprout 
flaxseed, chia seed balsamic dressing 
スーパーフード サラダ 
アボカド スペルト小麦 キヌア クコの実 
ブロッコリースプラウト フラックスシード 
チアシード バルサミコドレッシング 

¥2,403 

SOUFFLE PANCAKE  
BERRIES OR MATCHA  
double cream, maple syrup 
スフレパンケーキ 
ベリー または 抹茶 
ダブルクリーム 
メープルシロップ 

¥2,530 

Eggs 

卵料理 

 

TWO FARM EGGS ANY STYLE 
fried / scrambled / poached / boiled / omelet 
choice of bacon / ham / pork / chicken sausage 
卵料理をお客様のお好みの調理法で 
（目玉焼き、スクランブル、ポーチ、ゆで卵、オムレツ） 
ベーコン、ハム、ポーク または チキンソーセージ添え) 

¥2,277 

THE PENINSULA EGGS BENEDICT 
atsugi bacon, ham, spinach, sour bread 
ザ・ペニンシュラ エッグベネディクト 
厚木ベーコン ハム ほうれん草 サワーブレッド 

¥3,162 

OPEN-FACED EGG WHITE OMELET 
spinach, loose leaf salad, ricotta cheese, 
marinated tomatoes, lemon dressing 
オープンホワイトオムレツ 
ほうれん草 リコッタチーズ リーフサラダとトマト 
レモンドレッシング 

¥2,656 

 
 

Fruit 
フルーツ 

 

SLICED SEASONAL FRUITS 
季節のフルーツプレート 

¥3,162 

Vegetarian 

ベジタリアンメニュー 
Contains gluten  

グルテン使用メニュー 
 

Contains nuts 

ナッツ類使用メニュー 
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