BREAKFAST
~Breakfasts are accompanied by choice of juice and coffee or tea~
朝食にはジュース１種類とコーヒーまたは紅茶が含まれます。
ジュースの種類：オレンジ Orange, リンゴ Apple, クランベリー Cranberry, グレープフルーツ Grapefruit
＊印のついたメニューにはポテトとドライトマトがつきます。

THE C ANADIAN カナディアン ＊
地鶏卵２個をお好みの調理方法で

例：スクランブルエッグ Scrambled 目玉焼き Sunny side up
以下より一つお選び下さい

ポークソーセージ Local pork sausage, ターキーソーセージ Turkey sausage, ベーコン Bacon
ハムステーキ Ham steak, カナディアンバックベーコン Canadian back bacon
以下より一つお選び下さい

トースト

白 White, ブラウン Brown, 雑穀 Multigrain, サワードウ Sour Dough, ライ Rye
マフィン English muffin, ベーグル Bagel

$24
•••
WARM O ATMEAL C RUMBLE オートミール
Canadian oats, seasonal fruit compote, coconut & granola topping,
vanilla yogurt & maple syrup
カナディアンオート麦、季節のフルーツ、グラノーラ、バニラヨーグルト、メープルシロップ

$19
•••
TRADITIONAL EGGS BENEDICT エッ グベネ ディクト ＊
Two poached free range eggs, Canadian back bacon, toasted English muffin,
Hollandaise, rösti potato & oven dried tomato
イングリッシュマフィンにポーチドエッグ、ベーコン、オランデーズ・クリームソース

$24
•••
VANCOUVER ISLAND EGGS BENEDICT バン クーバー島スタイル

エッグベネディ クト

＊

Two poached free range eggs, Dungeness crab cake, toasted brioche,
tomato Hollandaise, rösti potato & oven dried to mato
ブリオッシュにポーチドエッグ、蟹、オランデーズ・クリームソース

$27
•••
PACIFIC E GGS BENEDICT パシフィック風

エッグベネディクト ＊

Two poached free range eggs, smoked salmon, local goat cheese, toasted focaccia,
Hollandaise, rösti potato & oven dried tomato
ブリオッシュにポーチドエッグ、蟹、オランデーズ・クリームソース

$27
•••
HAM & CHEESE OMELET ハムとチーズの オムレツ ＊
Smoked ham & aged Canadian cheddar, rösti potatoes,
oven dried tomato, choice of toast, English muffin or bagel
以下より一つお選び下さい

トースト

白 White, ブラウン Brown, 雑穀 Multigrain, サワードウ Sour Dough, ライ Rye
マフィン English muffin, ベーグル Bagel

$24

**Organic eggs available on request リクエストにより有機卵もご用意出来ます

~Breakfasts are accompanied by choice of juice and coffee or tea~
朝食にはジュース１種類とコーヒーまたは紅茶が含まれます。
ジュースの種類：オレンジ Orange, リンゴ Apple, クランベリー Cranberry, グレープフルーツ Grapefruit

LEMON POPPY SEED BELGIAN WAFFLES レモンポピーシードのワッフル
Sundried blueberry compote, Devonshire clotted cream
ドライブルーベリーのコンポート（ジャム）とデボンシャー生クリーム添え

$24
•••
S CRAMBLED EGGS & COLD SMOKED S ALMON スクランブルエッグとスモークサーモン
Rösti potato & oven dried tomato, horseradish & chive cream
ポテト、ドライトマト、西洋わさび＆西洋あさつきクリーム

$27
•••
EMPRESS FRENCH TOAST エンプレス

フレンチトースト

Cranberry polenta bread, vanilla bean & fireweed honey,
mascarpone cheese, seasonal fruit & maple syrup
クランベリーブレッド、蜂蜜、マスカルポネチーズ、季節のフルーツとメープルシロップ

$21
•••
BANANA PECAN, B UTTERMILK O R BLUEBERRY PANCAKES パン ケーキ
以下よりパンケーキの種類をお選び下さい

バナナ＆ピーカンナッツ Banana Pecan, バターミルク Buttermilk, ブルーベリー Blueberry
以下より一つお選び下さい

ポークソーセージ Local pork sausage, ターキーソーセージ Turkey sausage, ベーコン Bacon
ハムステーキ Ham steak, カナディアンバックベーコン Canadian back bacon

$24

FAIRMONT LIFESTYLE CUISINE
このマークのついているメニューは地元で採れた食材、有機食材、又は環境に優しい方法で育てられた食材
を可能な限り使用しております。又、当レストランでは人工トランス脂肪酸は使用しておりません。

THE WILLOW STREAM SPA

ウィローストリ ームスパ

Two organic free range poached eggs, multi-grain crostini,
Carrot & ginger juice shot & oven-dried to mato
有機地卵のポーチドエッグ、マルチグレイン（多種穀物）カナッペ
ニンジンとショウガのジュース、ドライトマト

$22
FREE RANGE EGG WHITE & GRILLED VEGETAB LE OMELET 卵白と野菜のオムレツ
Oven dried tomato, seasonal fruit & choice of toast, English muffin or bagel
ドライトマト、季節のフルーツ添え
以下より一つお選び下さい

トースト

白 White, ブラウン Brown, 雑穀 Multigrain, サワードウ Sour Dough, ライ Rye
マフィン English muffin, ベーグル Bagel

$24
HEALTHY START CONTINENTAL ヘルシー・コンチネンタル
Local & imported seasonal fruit, Bircher muesli, berry scone & homemade preserves
季節のフルーツ、ビルヒャーミューズリー（雑穀シリアル）
ベリーのスコーンと自家製ジャム

$21
**Organic eggs available on request リクエストにより有機卵もご用意出来ます

