
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Prices are inclusive of  taxes and subject to a 13% service charge. 

料金には消費税が含まれております。なお、13%のサービス料が加算されます。 

Food allergies and food intolerance. 
We welcome inquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients. 

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。 

All rice items are locally produced. 

米を使用した商品は全て国産米を使用しております。 

 

BREAKFAST MENU 6:30am-10:30am 

朝食メニュー  

  

Continental Breakfast 

Your choice of Fresh orange or grapefruit juices. 

Fresh Sliced Seasonal Fruits with your choice of Plain, Fruit or Low-fat 

Yoghurt.  

Your choice of cereal (Homemade Bircher Muesli, Corn Flakes, Granola, 

All Bran, Coco Pops, Muesli).  

Resort Baker’s Basket 

Selection of TWG Fine Teas, Barista Coffee, or Decaffeinated Coffee 

¥ 3,000 

コンチネンタルブレックファースト 
パンバスケットにお好きなジュース（オレンジ/グレープフルー
ツ）、ヨーグルト（プレーン/フルーツ/低脂肪）、シリアル
（自家製バーチャミューズリー/コーンフレーク/グラノーラ/オ
ールブラン/チョコリング/ミューズリー）をそれぞれお選びく
ださい。 
お好きなコーヒー又は紅茶をお選びください。 

 

  

InterContinental breakfast  

2 “Eggs your way”. bacon, sausages, mushrooms, roasted tomatoes, hash 

brown, bakery basket selection, fruit salad, yogurt (choice of  fruit, low-

fat, natural) 

Selection of  TWG teas, barista coffee and fresh squeezed orange juice, 

or fresh squeezed grapefruit juice. 

¥ 3,400 

インターコンチネンタルブレックファスト 
お好きな卵料理に、ベーコン、ソーセージ、 
マッシュルーム、ローストトマト、ハッシュブラウンが 
付いております。サイドはパンバスケット、フルーツ 
サラダ、ヨーグルト（プレーン、フルーツ、低脂肪）。  
お好きなコーヒー又は紅茶をお選びください。 

 

  
 
 
 
 



Prices are inclusive of  taxes and subject to a 13% service charge. 

料金には消費税が含まれております。なお、13%のサービス料が加算されます。 

Food allergies and food intolerance. 
We welcome inquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients. 

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。 

All rice items are locally produced. 

米を使用した商品は全て国産米を使用しております。 

healthy breakfast 

freshly squeezed juice, fresh sliced seasonal fruits with your choice of  

plain, fruit or low-fat yoghurt, homemade Bircher muesli. 

two soft boiled eggs served with herb roasted tomato, sautéed spinach, 

grilled mushrooms, toasted rye bread. 

TWG fine teas selection, barista coffee, or decaffeinated coffee. 

¥ 3,200 

ヘルシーブレックファースト 
フレッシュジュース、自家製バーチャミューズリー、 
ハーブローストトマト、ライ麦パン、ほうれん草のソテー、 
グリルドマッシュルーム、季節のフルーツ、 

ヨーグルト（プレーン、フルーツ、低脂肪） 
お好きなコーヒー又は紅茶をお選びください。 

 

  

Japanese breakfast 

atsuyaki tamago, yakisakana, two kobachi, tofu, tsukemono, miso soup, 

steamed rice. 

¥ 3,400 

和朝食 
厚焼き玉子、焼魚、小鉢 2 種、豆腐、香の物、お味噌汁、ご飯 

 

  

2 egg omelet 

plain omelet / classic omelet (ham, onion, cheese).  

Egg white omelet available on request. 

¥ 1,800 

プレーンオムレツ又はクラシックオムレツ(ハム、玉ねぎ、 

チーズ）。 

 

卵白のオムレツもご用意できます。  

  

eggs “your way” 

eggs fried, poached, boiled or scrambled with toasted sour dough. 

¥ 1,800 

卵料理 
（目玉焼き、ポーチドエッグ、ゆで卵、スクランブルエッグ） 
グリルマッシュルーム、グリルベーコン) 
の中から 1 つお選びください。 

 

  

  

  



Prices are inclusive of  taxes and subject to a 13% service charge. 

料金には消費税が含まれております。なお、13%のサービス料が加算されます。 

Food allergies and food intolerance. 
We welcome inquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients. 

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。 

All rice items are locally produced. 

米を使用した商品は全て国産米を使用しております。 

egg benedict 

poached egg on English muffin with sautéed spinach 

and hollandaise sauce. 

your choice of ham, smoked salmon or spinach 

¥ 1,800 

エッグベネディクト 
お好きな具材（ハム、スモークサーモン、 
ほうれん草）の中から 1 つお選びください。 
 

 

  

pancakes, waffles or French toast 

served with maple syrup, whipped cream and berry compote. 

¥ 1,000 

パンケーキ・ワッフル・フレンチトースト 
の中からお好きなものを 1 つお選びください。 
メープルシロップ、ホイップクリーム、 
ベリーコンポートを添え 

 

  

oatmeal porridge 

served with toasted coconut, raisins and brown sugar. 

¥ 1,000 

オートミール 
トーストココナッツ、レーズン、ブラウンシュガー添え 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Prices are inclusive of  taxes and subject to a 13% service charge. 

料金には消費税が含まれております。なお、13%のサービス料が加算されます。 

Food allergies and food intolerance. 
We welcome inquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients. 

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。 

All rice items are locally produced. 

米を使用した商品は全て国産米を使用しております。 

SIDES MENU  

サイドメニュー  

  
breakfast sausages ¥ 800 

ソーセージ  

  
crispy bacon ¥ 800 

クリスピーベーコン  

  
herb roasted tomato with pesto ¥ 800 

ハーブローストトマト，ペスト  

  
baked beans ¥ 700 

ベイクドビーンズ  

  
hash browns ¥ 700 

ハッシュブラウン  

  
smoked salmon ¥ 900 

スモークサーモン  

  
YOGHURT, CEREALS, FRESH FRUIT  

ヨーグルト、シリアル、季節のフルーツ  

  

yoghurt 

your choice of one: plain, low-fat or fruit flavored 

￥1,000 

ヨーグルト 

(プレーン、低脂肪、フルーツ）の中から 1 つお選びください。 
 

 

  
cereals 
your choice of  one: corn flakes, granola, muesli, All-Bran, Coco Pops 
served with your choice of  one: full cream milk, low fat milk, skim milk 
or soy milk 

￥1,000 

シリアル 
（コーンフレーク、グラノーラ、ミューズリ、オールブラン、 
チョコリング）の中から 1 つお選びください。 
（牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、豆乳） 
 

 

  

  



Prices are inclusive of  taxes and subject to a 13% service charge. 

料金には消費税が含まれております。なお、13%のサービス料が加算されます。 

Food allergies and food intolerance. 
We welcome inquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients. 

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。 

All rice items are locally produced. 

米を使用した商品は全て国産米を使用しております。 

sliced seasonal fruit served with toasted almonds and fresh mint ￥2,000 

季節のフルーツ、トーストアーモンドとフレッシュミント 

を添えて 

 

  
resort bakers’ basket 
bakers basket (choice of  three) white bread, whole meal, baguette, 
sourdough, sweet mini muffin, low-fat fruit muffin, berry Danish, sweet 
croissant, fruit bread served with a selection of  preserves 

￥900 

パンバスケット 

パンは「食パン、全粒粉パン、バゲット、ミニマフィン、 

サワードゥ、低脂肪マフィン、デニッシュ、クロワッサン、 

フルーツパン」の中より 3 つお選びください。 

 

  

  
  
 
 

 

  
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Prices are inclusive of  taxes and subject to a 13% service charge. 

料金には消費税が含まれております。なお、13%のサービス料が加算されます。 

Food allergies and food intolerance. 
We welcome inquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients. 

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。 

All rice items are locally produced. 

米を使用した商品は全て国産米を使用しております。 

 

DRINKS MENU 
 
 
SOFT DRINKS 

ソフトドリンク 
 
 

freshly squeezed orange juice  

フレッシュ オレンジ ジュース  
  ¥1,230 

freshly squeezed grapefruit juice  

フレッシュ グレープフルーツ ジュース  
  ¥1,230 

kabosu juice  

かぼす ジュース  
  ¥900 

apple juice  

アップル ジュース  
  ¥900 

peach juice  

白桃 ジュース  
  ¥900 

mango juice  

マンゴー ジュース 

 ¥900 

cranberry juice 

クランベリー ジュース 

 ¥900 

Coca-Cola  

コカ‐コーラ  
  ¥900 

Coca-Cola Zero  

コカ‐コーラ ゼロ  
  ¥900 

ginger ale  

ジンジャー エール  
  ¥900 

oolong tea  

ウーロン茶  
  ¥900 

MINERAL WATER 

ミネラルウォーター 
  
Acqua Panna  

アクアパンナ  
1000ml ¥1,000 

San Pellegrino  

サン ペレグリーノ  
1000ml ¥1,200 

 

Perrier  

ペリエ  
330ml  
750ml  

¥600 
¥1,200 

 

 



Prices are inclusive of  taxes and subject to a 13% service charge. 

料金には消費税が含まれております。なお、13%のサービス料が加算されます。 

Food allergies and food intolerance. 
We welcome inquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients. 

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。 

All rice items are locally produced. 

米を使用した商品は全て国産米を使用しております。 

COFFEE 

コーヒー 
 

coffee 

コーヒー 

¥850 espresso 

エスプレッソ 

¥850

caffè latte 

カフェ ラテ 

¥890 cappuccino 

カプチーノ 

¥890

decaffeinated coffee 

カフェインレスコーヒー 

¥850  

   

TWG FINE TEAS SELECTION  

TWG ファイン ティー セレクション 
   
ANA InterContinental Beppu 
Original Blend Tea 
インターコンチネンタルホテル別府 

オリジナルブレンド 

¥ 850 French Earl Grey 

アールグレイ 
¥ 850

English Breakfast 
イングリッシュブレックファースト 

¥ 850 Chamomile 

カモミール 

¥ 850

   

   

   

 


