In-Room Dining
Breakfast Set Menu
6:00-11:00
Halekulani Breakfast
ハレクラニブレックファースト
￥5,000
Choice of Fruit Juice (Orange or Flat Lemon)
Selection of Fresh Fruits
Green Salad
Coffee or Tea
Please Choose Your Main Dish
Two Eggs Any style
Pork Bacon and Pork Sausage, Baked Tomato, Steamed Vegetables
Bakery Basket
or
Traditional Egg Benedict

フルーツジュース （オレンジ または シークヮーサー）
フレッシュフルーツ
グリーンサラダ
コーヒー または 紅茶
下記よりお好みのメインディッシュをお一つお選び下さい
卵料理をお好みのスタイルで
ベーコンとソーセージ ベイクドトマトと温野菜添え
ベーカリーバスケット
または
トラディショナルエッグベネディクト

Please see our selections of recommended “W.E.L.L.” menus that use various ingredients, as mushrooms, seaweed, fermented foods, and green and yellow
vegetables from the sea, the sun and the soul of Okinawa.
ハレクラニ沖縄がお奨めする沖縄の豊かな自然が育んだ緑黄色野菜や、きのこ、海藻、発酵食品などの食材を使った“W.E.L.L. ”メニュー
Vegan ‐Our vegan dishes are diet free of dairy, eggs or any other products of animal origin.
ヴィーガン ‐肉・乳製品・卵などの動物性原料を一切使用しておりません。
Rice served at In-Room Dining is produced in Japan. Menu may change without prior notice due to circumstances. All prices are in Japanese yen and inclusive of
service charge and consumption tax.
インルームダイニングでは、日本国内産の米を使用しております。食材の仕入れ状況によりメニュー内容は
予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。金額は日本円の料金で、サービス料および消費税が含まれております。

In-Room Dining
Breakfast A la Carte Menu
Bakery Basket or Toast

¥1,100

ベーカリーバスケット または トースト
Granola with Low Fat Yogurt and Fresh Mint

¥1,650

グラノーラと低脂肪ヨーグルト
Acai Bowl

¥2,090

アサイーボウル
Parma Ham, Cold Cuts and Assorted Cheeses and Dried Fruits
イタリア産生ハム コールドカット 各種チーズとドライフルーツ盛り合わせ

\3,630

Bagel Sandwich with Avocado, Tomato, Okinawan Spinach and Black Olive Sauce

\2,750

アヴォカドと完熟トマトとハンダマのベーグルサンドウィッチ 黒オリーブソース
Egg White Omelet, Baked Tomato, Assorted Vegetables with Yogurt
and Cereal Bread

\2,750

ホワイトエッグオムレツ ベイクドトマトと温野菜添え ヨーグルトとシリアルブレッド

Breakfast-To-Go
Club House Sandwich
Green Salad, Selection of Fresh Fruits
Bottled Mango or Pineapple Juice
Coffee or Tea

クラブハウスサンドウィッチ
グリーンサラダ フレッシュフルーツ
マンゴー または パイナップルジュース
コーヒー または 紅茶
¥5,000

Please see our selections of recommended “W.E.L.L.” menus that use various ingredients, as mushrooms, seaweed, fermented foods, and green and yellow
vegetables from the sea, the sun and the soul of Okinawa.
ハレクラニ沖縄がお奨めする沖縄の豊かな自然が育んだ緑黄色野菜や、きのこ、海藻、発酵食品などの食材を使った“W.E.L.L. ”メニュー
Vegan ‐Our vegan dishes are diet free of dairy, eggs or any other products of animal origin.
ヴィーガン ‐肉・乳製品・卵などの動物性原料を一切使用しておりません。
Rice served at In-Room Dining is produced in Japan. Menu may change without prior notice due to circumstances. All prices are in Japanese yen and inclusive of
service charge and consumption tax.
インルームダイニングでは、日本国内産の米を使用しております。食材の仕入れ状況によりメニュー内容は
予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。金額は日本円の料金で、サービス料および消費税が含まれております。

In-Room Dining
Breakfast Kids Set Menu
6:00-11:00

Halekulani Kids Breakfast
ハレクラニキッズブレックファースト
¥2,500
Choice of Apple Juice or Milk
Selection of Fresh Fruits
Scrambled Eggs, Pancake, Hashed Potatoes
Pork Bacon or Pork Sausage
Your Choice of Today’s Danish, Croissant, or Toast

リンゴジュース または ミルク
フレッシュフルーツ
スクランブルエッグ
パンケーキ
ハッシュドポテト
ベーコン または ソーセージ
本日のデニッシュ、クロワッサン、または トーストからお一つお選びください

Please see our selections of recommended “W.E.L.L.” menus that use various ingredients, as mushrooms, seaweed, fermented foods, and green and yellow
vegetables from the sea, the sun and the soul of Okinawa.
ハレクラニ沖縄がお奨めする沖縄の豊かな自然が育んだ緑黄色野菜や、きのこ、海藻、発酵食品などの食材を使った“W.E.L.L. ”メニュー
Vegan ‐Our vegan dishes are diet free of dairy, eggs or any other products of animal origin.
ヴィーガン ‐肉・乳製品・卵などの動物性原料を一切使用しておりません。
Rice served at In-Room Dining is produced in Japan. Menu may change without prior notice due to circumstances. All prices are in Japanese yen and inclusive of
service charge and consumption tax.
インルームダイニングでは、日本国内産の米を使用しております。食材の仕入れ状況によりメニュー内容は
予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。金額は日本円の料金で、サービス料および消費税が含まれております。

