
Goodness of fresh fruits, vegetables, 
seeds and grains to uplift your soul

HEALTHY CORNER

Starting a day with a  
healthy choice uplifts your 
body and mind.  To enjoy 
the goodness of organic 
vegetables and fresh 
fruits even more, we 
created a special break-
fast using the nutrition 

loaded superfood.  If you 
don’t have enough time to 
have a breakfast, try our 
superfood granola, birch-
er muesli or spiced fruit 
salad.  We can serve 
them quickly for you to 
start a good day.

HOME-MADE SUPERFOOD GRANOLA
Honey granola with old fashioned oats, 
wheat germ, flax seeds, almonds, dried cran-
berry, and goji berry served with yogurt, fresh 
fruits, goji berry coulis and honey.

BIRCHER MUESLI
Muesli marinated in yogurt, lowfat milk and 
maple syrup served with cream, seasonal 
fruits and tropical dried fruits.

SPICED TROPICAL FRUIT SALAD
A bowl of seasonal fruits served with all 
spice, black pepper, salt, yogurt, raspberry 
coulis, maple syrup, and all-bran.

AVOCADO 4 WAYS
Whole avocado served with sesame and 
sherry vinaigrette, pomelo and parma ham, 
quinoa salad, tomato caper salsa, prawn, 
and soft boiled egg (Vegetarian substitution 
available).

GRILLED ROMAINE SALAD WITH BLUE 
CHEESE
Grilled romaine, blue cheese, parmesan, 
almonds, pumpkin seeds, dried cranberry, 
pomelo, red cabbage, dill, mint, lemon zest 
and onion French dressing.

GRILLED VEGETABLE AND CHIA SEED 
HAND ROLL
Grilled tomato, eggplant, zucchini, bell 
pepper and onion served with marinated 
mushroom, pumpkin seed, black sesame 
dressing, garlic butter and grilled chia seed 
crape.

170. -

170. -

120. -

50. -

50. -

70. -

70. -

FRENCH CROISSANT

FRENCH BAGUETTE

WHITE SOUR DOUGH BREAD

DARK RYE SOURDOUGH BREAD

360. -

300. -

220. -

All mentioned prices exclude VAT and service charge.

All bread come with butter.  Add 30 baht for 
Chef’s home-made fruit confiture of the day. 



Chef’s favorite breakfast with the 
essence of France

CHEF’S SPECIALTY BREAKFAST

Chef Yuya translates his 
culinary root of French 
cuisine into wholesome 
breakfast specialties that 
remind him of his days in 
France.  While pâté de 
campagne, rainbow trout 
confit and black truffle 
quiche are made in the 
old-fashioned French 

style, Chef adds a 
contemporary twists by 
adding chia seed to 
galette instead of tradi-
tional buckwheat.  Or try 
our favorite fluffy “snow 
egg” on crispy hash 
brawn and sauteed 
spinach served with spicy 
sausage. 

250. -

260. -

220. -

280. -

270 .-

CHEF’S PÂTÉ DE CAMPAGNE
Home-made country style pork and duck 
pâté on dark rye sourdough bread served 
with marinated eggplant and porcini mush-
room and home-made pickled vegetables.

JAPANESE RAINBOW TROUT CONFIT
Oil-marinated trout on dark rye sourdough 
bread served in 3 different styles, served with 
marinated eggplant and porcini mushroom 
and home-made pickled vegetables.

EGG AND CHEESE GALETTE WITH CHIA 
SEED AND PARMA HAM
French-style breakfast crape with mozzarel-
la, parmesan cheese and parma ham, 
served with tomato avocado salsa and rocket 
salad.

CHEF’S BLACK TRUFFLE QUICHE
Black truffle, spinach, bacon and cream 
cheese, served with marinated red cabbage, 
roasted tomatoes and organic green salad.

SNOW EGG WITH SPICY SAUSAGE
Fluffy eggs, served with sautéed spinach and 
onion, crispy hash brown and spicy sausage.

All mentioned prices exclude VAT and service charge.



Perfect classic breakfast in just the way 
it should be

CLASSIC BREAKFAST

Classic breakfast are the 
breakfast for champions.  
Savory or sweet, these 
breakfast are done just 

the way it should be and 
guarantee you a perfect 
start of the day filled with 
energy.

270. -

300. -

180. -

180. -

240. -

340. -

CLASSIC AMERICAN BREAKFAST
3-egg any style (whole egg or egg white 
only), French herb sausage, bacon, roasted 
tomato, crispy hash brown and white sour-
dough bread.

CLASSIC JAPANESE BREAKFAST
Saikyo-miso marinated salmon, “chawan-
mushi” egg custard, “osuimono” soup, 
steamed white rice, Japanese pickles and 
seasonal vegetables.

CHINESE HERBAL CONGEE
Congee with sea cram and snow crab, green 
onion and coriander leaves, century egg, 
onsen egg, goji berry, sesame and ginger.

EASY CLASSIC PANCAKE
Simple plain pancake with butter, maple 
syrup, raspberry coulis and seasonal fruits.

BANANA WALNUT PANCAKE
Plain pancake, fresh bananas, walnuts, cara-
mel sauce, whipped cream and crunchy 
caramel  muesli.

DURIAN PANCAKE
Durian pancake, whipped cream, durian 
chips and mango passion fruit sauce.

All mentioned prices exclude VAT and service charge.



by NUTRIENT EXTRACTOR
FRUITS AND VEGETABLE SHOT

Start your day with a fresh shot of fruits and vegetables.  
Select from our classic blends, or choose your own 
fruits and vegetables to be made fresh.  Here is to your 
hearth!

RED: Beets, Ginger, Apple, Orange, Celery, Lemon 
and Passion Fruits

GREEN: Spinach, Cucumber, Kiwi, Apple and Basil

ORANGE: Papaya, Carrot, Apple and Passion Fruits

PURPLE: Blueberry, Beets, Apple and Lemon

SPACIAL OF THE DAY: Please ask our staff for 
today’s special juice

MAKE YOUR OWN: Select your own fruits and 
vegetables to be made fresh

COLLAGEN BOOSTER: Add a scoop of collagen 
powder (+20 thb)

All mentioned prices exclude VAT and service charge.

WHAT IS NUTRIENT EXTRACTOR?
Unlike the traditional juicer where pulps are removed, 
the nutrient extractor blends whole fruits and vegeta-
bles to smooth liquid, which makes it easy for your body 
to absorb the nutrients and your body can enjoy the 
whole goodness of fruits and vegetables.  The high 
power and high speed motor process ingredients in 
seconds, preventing the precious enzymes of fruits and 
vegetables from being lost by the heat from the motor.

OUR JUICE MENU

50 THB ++ per shot

MADUZI BREAKFAST BEVERAGE SELECTION

COFFEE AND TEA
Long Black
Latte
Flat White
Cappuccino
Espresso
Espresso Macchiato
Jameson Irish Whiskey

95. -
110. -
110. -
110. -
95. -

110. -
+150. -

Tea Selection

English Breakfast ・ Earl Gray ・ Jasmine Green 
Tea ・  Blueberry Vanilla Tea ・ Ginger Honey 
Tea ・ Peppermint Tea **  ・ Chamomile Tea ** ・ 
Lipton Black Tea

** Non-caffeine.

95. -

WAKE-UP DRINKS
MADUZI SPICY BLOODY MARY
Owner’s recipe with V8 served in cocktail 
glass with no ice.  Choose from Gin & Coin-
treau for the refreshing taste, or more tradi-
tional Vodka.  If you don’t like too spicy, let us 
know and we go easy on Tabasco.

DEMI-SIZE BOTTLE CHAMPAGNE
Champagne José Michel - Carte Blanche 
Brut
375ml bottle is perfect to share for two and 
upgrade your breakfast experience.

230. -

1,600. -



新鮮な果物と野菜、ナッツ、種、全粒粉の恵
みがいっぱいの朝食メニュー

美容と健康の朝食メニュー

健康な朝食で１日をスタート
すると、心も体も生き生きして
きます。有機野菜と新鮮な果
物の恵みをもっと楽しんでい
ただけるように、栄養価が特
に高いとされるスーパーフー
ドをふんだんに使った特製の
朝食をシェフがご用意しまし

た。もし朝食を摂る時間がな
くても、シェフ特製スーパーフ
ードの自家製グラノラやビル
ヒャー・ミューズリ、スパイス
を利かせたフルーツサラダな
ど、すぐにご用意できて栄養
価が高いメニューも揃えてい
ます。

スーパーフードの自家製グラノラ
蜂蜜、カラス麦、小麦胚芽、亜麻仁の実、アーモンド、
ドライクランベリー、クコの実などスーパーフードを
ふんだんに使った自家製グラノラ。低脂肪ヨーグル
ト、季節のフルーツ、クコの実のソース、蜂蜜添え。

ビルヒャー・ミューズリ
栄養価が高く消化の良いスイス発祥の美容健康食。
ヨーグルト、低脂肪乳、メープルシロップでマリネし
たココナッツ入りミューズリに季節の野菜、クリーム
、南国のドライフルーツを添えて。

スパイスとトロピカルフルーツのサラダ
季節のフルーツと低脂肪ヨーグルトをオールスパイ
ス、黒胡椒、ラズベリーソース、メープルシロップで
味付けするフルーツサラダ。オールブラン添え。

アボカドと４種のトッピング
美容と健康効果抜群のアボカドに黒胡麻ソースと
シェリービネガーソースを詰めて、キヌアのサラダ、
ポメロと生ハム、海老とトマトとケッパーのサルサ、
半熟卵の４種のトッピングを乗せていただくスー
パーサラダ。アボカドが丸ごといただけます。

焼きロメインレタスとブルーチーズのサラダ
香ばしくグリルしたロメインレタスにブルーチーズ
を利かせたクリーミーサラダ。パルメザン、アーモン
ド、南瓜の種、ドライクランベリー、ポメロ、紫キャベ
ツ、ディル、ミント、レモンの皮などスーパーフード
がふんだんに入っています。トーストした天然酵母
パンのスライスを添えて。

グリル野菜のチアシード入りクレープサラダ
グリルしたトマト、ナス、ズッキーニ、パプリカ、玉ね
ぎをチアシード入りミニクレープで巻いていただく
ヘルシーサラダ。フレッシュレタス、マッシュルーム
のマリネ、南瓜の種、黒胡麻ドレッシング、ガーリッ
クバター添え。

170. -

170. -

120. -

50. -

50. -

70. -

70. -

フレンチクロワッサン

フレンチバゲット

サワードウ（天然酵母）の白パン

ライ麦とサワードウ（天然酵母）の黒パン

360. -

330. -

220. -

表示価格は税7％およびサービス料10％を除く価格です。

パンにはバターが付きます。シェフの自家製フルー
ツコンフィチュールは30バーツです。



フランス料理のエッセンスを加えたシェフおす
すめの朝食メニュー

シェフの特製ブレックファースト

祐也シェフが自慢のフランス
料理のエッセンスを加えて作
った特製の朝食メニューです
。フランスでの修行時代に食
べて覚えた思い出のメニュー
を祐也風にアレンジ。素朴で
いながら丁寧に作り込まれた
贅沢な朝食はレストランでし
か味わえない楽しみです。シ
ェフ自慢のパテ・ド・カンパー
ニュはバンコク一の絶品。鮎

のコンフィは野菜と合わせて
さっぱりといただけます。黒ト
リュフのキッシュは昔ながら
のレシピで。フランスでは通
常そば粉で作られるガレット
はチアシードを入れてアレン
ジしています。 ふわふわ白身
とトロトロ黄身の目玉焼きは
オーナーのリクエスト。 日本
で食べた忘れられない味を
シェフが再現しています。

250. -

260. -

220. -

280. -

270 .-

シェフ特製パテ・ド・カンパーニュ
豚肉と鴨のシェフ特製田舎風パテをライ麦パンに
乗せていただく贅沢な朝食。ナスとポルチーニマッ
シュルームのマリネと自家製ピクルス添え。

鮎のコンフィと３種のスプレッド
コンフィにした日本産鮎と野菜をビーツのバター、
ガーリックバター、マスタードの３種のスプレッド
を塗ったライ麦パンに乗せて。ナスとポルチーニマ
ッシュルームのマリネと自家製ピクルス添え。

卵とチーズと生ハムのチアシード入りガレット
チアシードを入れて焼き上げたガレットに半熟卵、
モッツァレラチーズ、パルメザン、生ハムでカルボ
ナーラ風に。トマトとアボカドのサルサとロケットサ
ラダ添え。

シェフ特製黒トリュフのキッシュ
黒トリュフが香る贅沢なキッシュ。ほうれん草、ベー
コン、玉ねぎ、クリームチーズ入り。赤キャベツのマ
リネとローストトマト、オーガニックグリーンサラダ
添え。

ふわふわ白身のスノー・エッグとスパイシーソ
ーセージ
ふわふわの白身とトロトロの黄身が新食感の目玉
焼きを、ソテーしたほうれん草と玉ねぎ、カリカリの
ハッシュブラウンの上に乗せて。スパイシーソーセ
ージ添え。

表示価格は税7％およびサービス料10％を除く価格です。



定番だからこそこだわって仕上げたクラッシッ
クな朝食メニュー

クラッシック・ブレックファースト

絶対に外さない定番の朝食
メニューです。今日１日の始
まりに必要なエネルギーをし
っかり摂って、元気に１日をス
タートできます。タンパク質が
しっかり摂れるアメリカン・ブ

レックファースト、栄養バラン
ス抜群の日本の朝ごはん、体
に優しく低カロリーの中華粥
に加えて、甘さを抑えた人気
のパンケーキを３種類ご用
意しました。

270. -

300. -

180. -

180. -

240. -

340. -

クラッシック・アメリカン・ブレックファースト
オムレツ、スクランブルなどお好みのスタイルでご
注文いただける卵料理（全卵または白身）にフラン
スのハーブソーセージ、ベーコン、ローストトマト、
クリスピーハッシュブラウン、玉ねぎのソテーをつ
けたパワーブレックファースト。天然酵母の白パン
を添えて。

日本の朝ごはん
鮭の西京味噌焼き、茶碗蒸し、お吸い物、お漬け物、
ゆかりご飯、季節の小鉢をセットにした日本の定番
朝ごはん。

ハーブ入り中華粥
あさりとタラバガニが入った中華粥に葱、香草、ク
コの実、胡麻、生姜、ピータン、温泉卵を添えた体に
優しい朝食。

クラッシック・パンケーキ
季節のフルーツ、メープルシロップ、ラズベリーソー
ス、バターを添えた素朴でシンプルなパンケーキ。

バナナとくるみのパンケーキ
新鮮なバナナにくるみ、キャラメルソース、生クリー
ム、キャラメルミューズリクランチをトッピングした
パンケーキ。

ドリアンのパンケーキ
くせのないドリアン風味のパンケーキに生クリーム
とドリアンチップをトッピング。マンゴーとパッショ
ンフルーツのソースを添えて。

表示価格は税7％およびサービス料10％を除く価格です。



新鮮な果物と野菜の生ジュースで健康な１日を始めませんか。
シェフのおすすめブレンドや本日のスペシャルの他、お好きな
果物や野菜を選んでいただいて生ジュースをお作りします。

All mentioned prices exclude VAT and service charge.

朝食ドリンクメニュー

コーヒーと紅茶
ロングブラック（アメリカーノ）
ラテ
フラットホワイト（ミルク入りフォームなし）
カプチーノ
エスプレッソ
エスプレッソ・マキアート
ジェームソン・アイリッシュ・ウィスキー

95. -
110. -
110. -
110. -
95. -

110. -
+150. -

紅茶セレクション

イングリッシュ・ブレックファースト ／ アールグレイ ／ 
ジャスミン・グリーンティー ／ ブルーベリー・バニラ 
／ ジンジャーハニー ／ ペパーミント ** ／ カモミー
ル ** ／ リプトン・ブラックティー

** カフェインフリー

95. -

ブレックファースト・カクテル

マドゥジ特製スパイシーブラッディマリー
タバスコのパンチに目が覚めるオーナーレシピの
特製ブラッディマリー。爽やかな飲み口のジンとコ
アントローかトラディッショナルなウォッカをお選
びください。氷は入れずにカクテルグラスで。辛す
ぎるのが苦手な方は、ご注文の際にお申し付けく
ださい。

シャンパン（デミサイズボトル）
Champagne José Michel - Carte Blanche 
Brut
２人でシェアするのに丁度いい375mlサイズ。シャ
ンパンで朝食をアップグレードしませんか。

230. -

1,600. -

レッド
ビーツ、生姜、リンゴ、オレンジ、セロリ、レモン、

パッションフルーツ

グリーン
ほうれん草、キュウリ、キウィ、リンゴ、バジル

オレンジ
パパイヤ、にんじん、リンゴ、パッションフルーツ

パープル
ブルーベリー、ビーツ、リンゴ、レモン

本日のスペシャル
シェフおすすめ今日のスペシャル生ジュース

カスタムブレンド
お好きな果物とお野菜をスタッフがうかがいます

コラーゲン（＋20バーツ）
コラーゲンパウダーが追加できます 

通常のジューサーと違い、素材を丸ごと粉砕して液状にするので
食物繊維が失われず、また栄養素が吸収しやすい形でそのまま摂取
できます。ハイパワー高速ミキサーは瞬時に素材を粉砕するので、
回転の熱によって酵素や栄養素が失われるのを防ぎます。美容と健
康のために是非お試しください。

ハイパワー高速ミキサーで野菜と果物をまるごと

ジュースメニュー

果物と野菜のMADUZI生ジュース
50バーツ＋＋

ハイパワー高速ミキサーで作る


