Breakfast
American Breakfast 150

Continental Breakfast 110

Baker’s basket, served with home made jams, honey, and butter

Baker’s basket, served with home made jams, honey and butter

パンバスケット

パンバスケット ホームメイドジャム・はちみつ・バター

ホームメイドジャム・はちみつ・バター

OR
Essential pancake, banana or strawberry, maple syrup

OR
Essential pancake 45, banana or strawberry, maple syrup

パンケーキ

エッセンシャルパンケーキ

バナナ又はストロベリー・メイプルシロップ

Egg benedict 75, toast brioche, chicken bacon, sautéed spinach, poach
egg,
smoke salmon, salads, hash brown, hollandaise, capsicums and parsley
エッグベネディクト, トーストブリオッシュ・チキンベーコン・ほうれん草のソテー・ポーチエッグ
スモークサーモン・サラダ・ハッシュドポテト・オランデーズソース・パプリカ・パセリ

OR
Salmon bagel 75, sour cream, sliced tomato, asparagus, smoke salmon,
sautéed mushroom, salads, hash brown
サーモンベーグル

バナナ又はストロベリーパンケーキ・メイプルシロップ

OR
French toast 45, icing sugar, cinnamon, strawberry jam and honey
フレンチトースト

シュガー・シナモン・ストロベリージャムとはちみつ

Selection of fresh fruit 35

フレッシュフルーツ

Fresh fruit juice, coffee or tea

フレッシュフルーツジュース、コーヒー又は紅茶

サワークリーム・スライストマト・アスパラガス・スモークサーモン・マッシュルームソテー
サラダ・ハッシュドポテト

Fresh fruit juice, coffee or tea フレッシュフルーツジュース、コーヒー又は紅茶

Ma Joly sunrise 130

Egg Lover Breakfast 90

Fried rice 70, grilled prawn, fried egg, and shrimp cracker

Scrambled egg 65, toast brioche, sautéed mushroom, , salads, sausage,
hash brown

ナシゴレン(インドネシアンチャーハン)焼きエビ・目玉焼き・海老せんべい

OR
Fried noodle 70, grilled prawn, fried egg, shrimp cracker

スクランブルエッグ

OR
Fish Porridge 60, Poached fish, diced fresh tomato, fish soup, crispy
shallot,and fresh coriander

オムレツ

マッシュルーム・玉ねぎ・パプリカ・トマト・ブリオッシュ・サラダ・ソーセージ・ハッシュドポテト

OR
Poached egg 65, toast brioche, sautéed mushroom, salads, sausage,
hash brown and hollandaise gratin

お魚のお粥 魚・トマト・魚のスープ・クリスピーシャーロット・フレッシュコリアンダー

Selection of fresh fruit 35

ブリオッシュ・マッシュルームソテー・サラダ・ソーセージ・ハッシュドポテト

OR
Omelet 65, mushroom, onion, capsicums, tomato, brioche, salads,
sausage,hash brown

ミーゴレン(インドネシアン焼きそば)焼きエビ・目玉焼き・海老せんべい

フレッシュフルーツ

ポーチドエッグ ブリオッシュ・マッシュルームソテー・サラダ・ソーセージハッシュドポテトと
オランデーズグラタン

Fresh fruit juice, coffee or tea フレッシュフルーツジュース・コーヒー又は紅茶
Fresh fruit juice, coffee or tea

フレッシュフルーツジュース・コーヒー又は紅茶

From Our Bakery
Baker’s basket 50 パンバスケット
Multi grain, Croissant, Danish, Muffin, served with homemade jam,
honey and butter

Cereal and Yoghurt 45 シリアルとヨーグルト
Rice crispy or cornflake or muesli served with fresh milk
or plain yoghurt and strawberry

マルチグレイン・クロワッサン・デニッシュ・マフィン・ホームメイドジャム・はちみつ・バター

ライスクリスピー・コーンフレーク又はミューズリーと牛乳又はヨーグルトとストロベリー

French crepes 45 フレンチクレープ
Served with chocolate or vanilla sauce

Fruit essential pancake 45 フルーツエッセンシャルパンケーキ
Strawberry or banana or blueberry, maple syrup

チョコレート又はバニラソース

ストロベリー・バナナ又はブルーベリー・メイプルシロップ

Fruit yoghurt 45
Fresh fruit served with plain yoghurt, honey and fresh lime

Beverages
Fresh fruit Juice 35

Coffee 25

Orange, carrot, apple, watermelon, papaya, pineapple, mango
(seasonal) or mix juice

Long black, espresso, ristretto or double espresso

オレンジ・キャロット・アップル・スイカ・パパイヤ・パイナップル・マンゴー・ミッスクジュース

Yoghurt drink 35

ロングブラック・エスプレッソ・リストレット・ダブルエスプレッソ

Cappuccino or Latte 32
カプチーノ又はラテ

Choose your favorite fruit juice for your yoghurt drink

Tea 28

フルーツジュースの中からフルーツをお選びいただき、ヨーグルトジュースをお作りいたします

Black tea, green tea, earl grey, Darjeeling or chamomile

Hot or Cold chocolate 25

ブラックティー・グリーンティー・アールグレイ・ダージリンティー・カモミール

ホットチョコレート又はコールドチョコレート

Hot or Cold milk 20

ホットミルク又はコールドミルク

Chef Sugi
Should you have any allergies, please inform our server.
All prices are in thousands rupiah, subject to service charge and government tax 21%
食物アレルギーをお持ちの方はお知らせください。全ての表示金額は下三桁「000」を「Ｋ」で表記したインドネシア・ルピアで、メニュー料金からサービス料と政府税が別途 21%加算されます〈例 50＝50,000RP>

