Western breakfast egg dish uses cage free eggs to insure higher levels of vitamin A and D
more omega 3 and a healthier ratio of omega 6 to omega 3 fatty acids.
洋食の卵料理には、平飼い卵を使用しています。
高レベルのビタミン A や D、オメガ３やオメガ６脂肪酸をバランスよく含んでおります。

シルクロードダイニングブレックファースト エクスペリエンス / SILK ROAD BREAKFAST EXPERIENCE
￥4,700
フルーツジュースセレクション（オレンジ、グレープフルーツ又は、アップル）
ブレッドセレクション、フレッシュフルーツ、季節のサラダ、ミューズリーヨーグルト フルーツコンポート、蜂蜜添え
シェフおすすめのブレックファーストアペタイザー
A selection of your preferred fruit juices (orange, grapefruits or apple)
Bread selection, fresh fruit, seasonal vegetable salad, muesli yogurt with fruit compote & honey
Chef inspired breakfast appetizer
*****
和朝食、洋朝食のどちらかをお選びください
Please select your choice of Japanese or western breakfast below
和朝食
ご飯又は、大和茶の茶粥、飛鳥汁又は、お味噌汁
厚焼き玉子、焼き魚、奈良産豆腐の煮物、旬魚のお刺身、お惣菜、お漬物
Japanese breakfast experience
Steamed rice or Yamato tea porridge, Asuka soup or Miso soup,
Omelet, grilled fish , braised tofu from Nara, seasonal sashimi, side dish, pickles
洋朝食
下記よりお一つお選びください
全ての卵料理には、スモークベーコン、ソーセージ、ベイクドトマト、ポテトが添えられます。
Western breakfast experience selections
All egg dishes served with breakfast potatoes, smoked bacon, sausage and roasted tomatoes
シグネチャー JW 奈良ポーチドエッグ
ローズマリーポテトのエスプーマ、チョリソーソーセージ、チャイブ
Signature JW Nara poached eggs
Potato rosemary espuma, chorizo, chives
シグネチャー 温泉エッグベネディクト
温泉卵、グリルベーコン、大和マナ、オランデーズソース、柿ジャム
Signature eggs benedict
Hot spring eggs, grilled bacon, Yamato mana, hollandaise sauce, persimmon jam
シグネチャー シルクロードオムレツ
大和ポーク、奈良県産椎茸、チーズ、スパイス
Signature omelette
Yamato pork, Nara shiitake mushroom, cheese, spices
お好み卵料理
フライド、スクランブル、オムレツからお選びいただけます
Two eggs any style
Fried, scrambled or omelette
クロワッサンワッフル
奈良県産大和はちみつの純粋蜂蜜、バニラクリーム、ベリーのコンポート
Waffle croissant
Nara local pure honey, vanilla cream, berry compote
*****
コーヒー又は、イングリッシュブレックファーストティー
Coffee or english breakfast tea
表記料金には消費税・サービス料が含まれております。
prices include service charge and consumption tax.
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフに必ずお伝えください。
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.

ブレックファーストセット
Breakfast set

ヨーグルト、フルーツ
Yogurt, Fruits

大和ほうじ茶粥 奈良漬けと共に
茶粥、奈良漬け３種、味噌汁、大和ほうじ茶
YAMATO tea porridge with NARA pickles
Tea porridge, 3 kinds nara pickles, miso soup, YAMATO roasted tea

1,950

ヨーグルト＆フルーツボール
1,550
プレーン、低脂肪又は、フルーツヨーグルト
フルーツサラダ又はミックスドライフルーツ、チアシード、奈良県産蜂蜜
Fruit &Yogurt Bowl
Plain or low fat or fruit yogurt
With fruit salad or mixed dried fruit,chia seeds,honey

コンチネンタル ブレックファースト
ジュースセレクション
ミューズリーヨーグルト、カットフルーツ
ブレッドセレクション、コーヒー又は、紅茶
Continental breakfast
Juice selection, muesli yogurt, cut fruit, bread selection, coffee or tea

2,100

スムージーヨーグルト、シーズナルフルーツと共に			
フルーツヨーグルト、JW ガーデンミント
Yogurt smoothie with seasonal fruit
Fruit yogurt, seasonal fruit JW garden mint

1,800

季節のフルーツ盛り合わせ
Assorted fruit platter

3,500

オールアメリカン
2,500
ジュースセレクション
平飼い卵 2 個をお好みのスタイルで、ポテト、ベーコン又は、ソーセージ
ブレッドセレクション、コーヒー又は、紅茶
All-American
Juice selection
2 cage-free eggs any style, breakfast potatoes
Choice of pork bacon or pork sausage, bread selection, coffee or tea

ヨーグルト、奈良県産蜂蜜、季節のベリー添え
プレーン、低脂肪又は、フルーツヨーグルト
Yogurt with local honey & seasonal berries
Plain, low fat or fruit yogurt

1,200

						

パン、シリアル、パンケーキなど
Bread, cereal, pancake etc.
お好みのシリアル、スライスバナナ添え
		
コーンフレーク、オールブラン、ココポップス、ライスクリスピー
コーンフロスティ、グルテンフリーミューズリー
牛乳、スキムミルク又は、豆乳
Choice of Cereal with sliced banana
Choice of Cornflakes,
All bran, Coco pops, Rice Krispies, Frosted Flakes, gluten free Muesli
Choice of full,skim or soya milk

900

ブレッドセレクション（下記より３つお選びください）
Choise of bread selecion (3 pcs)

950

パン・ド・カンパーニュ、クロワッサン、ホワイトトースト、全粒粉トースト
ブルーベリーマフィン、バナナ＆クルミマフィン、ベーコンマフィン
マンゴーデニッシュ、アップルデニッシュ
グルテンフリーブレッド、グルテンフリーブリオッシュ
Pain de campagne, croissant, white toast, whole wheat toast
Blueberry muffin, banana & walnut muffin, bacon muffin
Mango danish, apple danish,
Gluten free bread, gluten free brioche
ホットオートミール、レーズン、ミルク、黒糖添え			
オーガニックスチールカットオーツ
Hot oatmeal, raisins, milk, brown sugar
Organic steel cut-oats

1,100

バーチャミューズリー、季節のフルーツ、奈良県産蜂蜜添え
クリーミーオーツ
Bircher muesli with seasonal fruits & local honey
Creamy oat flakes

1,350

バターミルクパンケーキ						
奈良県産蜂蜜、バニラクリーム、ベリーコンポート
Buttermilk pancake
Local honey, vanilla cream, berries compote

1,600

クロワッサンワッフル							
奈良県産蜂蜜、バニラクリーム、ベリーコンポート
Croissant Waffle
Local honey, vanilla cream, berries compote

1,600

ブリオッシュ フレンチトースト
					
奈良県産蜂蜜、バニラクリーム、ベリー コンポート
Brioche french toast
Local honey, vanilla cream, berries compote

1,800

ザ・シェフズシグネチャー
The Chefs signature
平飼い卵をお好みのスタイルで
オムレツ、卵白オムレツ、目玉焼き、スクランブル
2 cage-free eggs any style
Omelette, egg white omelette, fried, scrambled

1,600

ビーガン 奈良椎茸ベネディクト
奈良県産椎茸、豆乳ソース、大和まな、ビーガンブレッド
Vegan mushroom benedict
Shitake mushroom, soymilk sauce, YAMATO mana, bread

2,100

シグネチャーオムレツ
スパイスを利かせた大和ポークの挽肉、
奈良県産椎茸、パルメザンチーズ
Signature omelette
Spicy yamato pork mince
Locally grown shitake mushroom, parmigiano cheese

2,200

シグネチャー・エッグズベネディクト
ポーチドエッグ、オランデーズソース、柿ジャム、ベーコン
大和まな、イングリッシュマフィン
Signature eggs benedict
Poached cage free egg, hollandaise sauce, persimmon jam, bacon
YAMATO mana, english muffin

2,500

サイドディッシュ
Breakfast sides
ベイクドビーンズ
Baked beans

550

リヨネーズポテト			
Lyonnaise potato

650

ハッシュブラウンポテト			
Hash brown potato

650

グリルドトマト
Grilled tomato

			

650

ポークベーコン 3 枚			
Pork bacon (3pcs)

950

チキン又はポークソーセージ２個			
Chicken or pork sausage (2pcs)

950

表記料金には消費税・サービス料が含まれております。
prices include service charge and consumption tax.
食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフに必ずお伝えください。
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.

