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朝食提供方法の変更について

HOTEL GRACERY KYOTO SANJO
GENERAL　MANAGER

Dear customers

Important Announcement

Thank you for using Hotel Gracery Kyoto Sanjo.
In consideration to the spread of coronavirus infection and safety and security for both our guests
and employees, we will change the buffet style to the set meal style.
　　・ Date: From March 8 to March 31,2020
　　・ Contents of dishes: Japanese or Western set meal style
　　・ Price: 2,000 yen
In addition, cooking staff and service staff are wearing masks, gargling and hand washing thorough
health management.
For customers, Alcohol for disinfections are installed at restaurant entrance.

We deeply appreciate your understanding and cooperation.

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況及び、2 月 25 日・ 26 日に政府より発表されました新
型コロナウイルス感染症対策「新型コロナウイルス感染症の基本方針」の内容に鑑み、お客様の安
心・安全と、感染症拡大防止を最優先として、朝食の料理・飲物の提供方法をブッフェ形式から和・
洋セットメニュー形式へ変更させていただきます 。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何
卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　
　　・期間：2020年3 月8 日（日）から2020年 3 月 31 日（火）
　　・提供内容：和食、洋食セットメニュー
　　・料金：2,000円（消費税込）
　
　また、調理、接客スタッフはじめスタッフは、日々の検温、体調のチェック、マスク・手袋の着用 、う
がい・手洗いを励行し健康管理を徹底いたしております。お客様におかれましても、レストラン入口に
消毒液を設置しておりますので手指の消毒にご協力いただきますよう重ねてお願い申し上げます。



◎：初めにプレートに乗せてお持ちいたします。
    " ◎"means we will bring these dishes on the plate for you at fast.
すべのメニューをお選びいただけますのでスタッフへお申しつけください。お席までお持ちいたします。
You can choose all menus below,please order to the staff.The staff will bring for you.

和定食
JAPANISE

SET

洋定食
WESTERN

SET

◎ 1 鮭西京焼き Salmon Grilled with Saikyo Miso

◎ 2 鯖塩焼き Mackerel Grilled or Broiled Salted Ingredients

◎ 3 日替わり総菜A Daily delicatessen foods（A）

◎ 4 日替わり総菜B Daily delicatessen foods（B）

5 玉子焼き Japanese Rolled Omelet

6 ロール寿司 Rolled Sushi

7 納豆 Fermented Soy Beans

◎ 8 冷奴 Cold Tofu

◎ 9 ソーセージ Sausage

◎ 10 ベーコン Bacon

◎ 11 フライドポテト French fries

◎ 12 目玉焼き Fried egg

◎ 13 スモークサーモン Smoked salmon
◎ 14 サラダ Green salad

15 フレンチトースト French toast

16 スクランブルエッグ Scrambled eggs

◎ 17 味噌汁 Miso soup 

◎ 18 本日のスープ Today’s Soup

◎ 19 白米(京都産）・漬物 White rice / Japanese-style Pickles

20 雑穀米 Rice with mixed Grains(13kinds)

21 サンドウィッチ Sandwich

◎ 22 トースト Toast

◎ 23 ライ麦パン Rye bread

◎ 24 クロワッサン Croissant

25 胚芽ロール Embryo bud roll

26 ミルクチョコデニッシュ Milk and chocolate danish

◎ 27 バター Butter

◎ 28 日替わりジャム DailyJam

29 玄米フレーク Brown rice flakes

30 チョコフレーク Chocolate covered flakes

31 フルーツ盛り合わせ Assorted fruits

32 ケーキ盛り合わせ Assorted desserts

33 和菓子 Japanese sweets

34 ヨーグルト・日替ソース Yogurt / Daily sauce

35 オレンジジュース Orange juice
36 トマトジュース Tomato juice
37 牛乳 Milk

38 水 Water

39 ケチャップ Ketchup

40 粒マスタード Grain mustard

41 マヨネーズ Mayonnaise

ご飯
・

パン

シリアル

デザート

飲み物

調味料

和食

洋食

味噌汁
スープ


