Breakfast Menu
Good morning and welcome to Tamarind.
Our breakfast menu features the best regional and seasonally fresh produce from the
Cairns and Atherton Tablelands area.
Please enjoy...
Pullman a la carte breakfast

$ From the menu

Includes fruit juices, Nespresso coffee
* Barista coffee at an additional cost

Pullman continental breakfast

$ 25

includes the chilled buffet offering, bakery selection,
fruit juices, barista coffee and Dilmah tea range

Pullman complete breakfast
includes the continental breakfast buffet offering
and either hot buffet or an item from the a la carte menu
juice bar , barista coffee and Dilmah tea range.
*Sides charged at an extra cost

$ 39

A la carte menu
Char grilled sour dough, smashed avocado, wild baby rocket, spiced hummus,
feta, fire roasted peppers, kale and spinach salsa verde, toasted peptitas (V) (GF)
Add Poached egg

17.50
4

Wellbeing and detoxifying option
Smashed local avocado, wild baby rocket, hummus, fire roasted peppers, kale,
basil and baby spinach salsa Verde, toasted peptitas, flax seeds

17.50

House made Tully Banana bread, cinnamon and apple compote,
organic rooftop honey , whipped mascarpone, toasted walnuts, snow sugar (V)

12.50

Energy option
Tully banana bread, apple compote, toasted walnuts, fresh sliced banana, rooftop honey,
seasonal fresh tableland berries

12.50

Spanish style omelette, tableland baby potatoes, Spanish chorizo, black garlic aioli,

20

rocket and shaved parmesan salad, extra virgin olive oil (GF)
Low calorie option
Spanish style egg white omelette with black garlic and baby rocket

20

Eggs benedict with Atlantic salmon or smoked double ham, wilted spinach,

23.50

house made hollandaise sauce, toasted sour dough (V) (GF)

Smoked salmon brandade, capers, Spanish onion, garden herbs, squid ink glass,

21

charred Koah citrus, micro herbs (V) (GF)

Double smoked black forest bacon, sausage, grilled tomato, sautéed button mushrooms,

23

house made hash browns, two eggs cooked to your liking, char grilled sour dough (GF)
(V) – vegetarian option available (GF) – gluten free option available

Extras
Atlantic smoked salmon

7

Freshly squeezed juice

7.50

Avocado

4

Milkshakes

6.50

Smoked Black Forest House Bacon

5

Soft drinks 250mL

Roasted Pesto Tomatoes

4

5

おはようございます。ようこそタマリンドへ。
当店ではケアンズとアサートン高原の地元で採れた新鮮で最高な材料を使用し
お食事を提供させていただいております。
ごゆっくりお楽しみください

プルマンアラカルトの朝食

$ メニューから

フレッシュジュース, Nespresso コーヒー
追加料金でバリスタのコーヒー

プルマン

コンチネンタル

$ 25

冷製ビュッフェ、ベーカリー、ジュース、コーヒー、ハーブティー

プルマン

コンプリートブレックファースト

コンチネンタルビュッフェの他にアラカルトメニュー
からお好きなものをおひとつお選び頂けます

$ 39

1.

チャーグリルしたサワードウブレッド, スマッシュ アボカド, ワイルド ベビー ロッケト、
スパイス ホモス、フェタ チーズ、直火でローストしたパプリカ、ケール、ほうれん草のサルサバーデ、 かぼちゃの種 (v) (GF)

17.5

健康と解毒オプション
スマッシュ ローカルアボカド、ワイルド ベビー ロッケト、フムス、直火でローストした唐辛子、
ケール、バジルとベビーほうれん草のサルサバーデ、かぼちゃの種のあぶり、亜麻の種

2.

17.5

タリー産バナナの自家製バナナブレッド、シナモンとリンゴのコンポート、
オーガニック自家製の屋上で採れた蜂蜜、 マスカルポーネチーズのホイップ、くるみ、粉砂糖 (V)

12.5

エネルギーオプション

タリー産バナナのバナナブレッド、リンゴのコンポート、クルミのあぶり、フレッシュスライ スバナナ、
屋上ハチミツ、旬のフレッシュ高原ベリーズ
3.

12.5

スペイン風オムレツ、テーブルランド産ベビーポテト、スパニッシュ チョリソーソーセージ、
黒にんにくのアイオリ、ロッケトとパルメザンチーズのサラダ、エクストラ バージン
オリーブオイル(GF)

20

低カロリーオプション
スパニッシュスタイルエッグホワイトオムレツ と 黒にんにくおよびベビーロケット

4.

エッグベネディクト、アトランティック スモークサーモン 又は ダブルスモークハム (どちらかお選び下さい)、ポーチドエッグ、
ほうれん草, 自家製ホーランダイズソース、サワードウブレッドのトースト (V) (GF)

5.

23.5

スモークサーモンのブランダード( 暖かいポテトサラダ風) 、ケッパー、スパニッシュ オニオン、
ハーブ、イカ墨パウダー、焼き目をつけたローカル産レモン、マイクロハーブ (v) (GF)

6.

20

21

ダブルスモークブラックフォレストベーコン、ソーセージ、ロースト トマト、
マッシュルームのソテー、自家製ハッシュブラウン、卵2個 ( お好きな調理法をお選び下さい), チャーグリルしたサワードウブレッド(GF)

23

早安，您好！欢迎光临塔玛霖餐厅！
塔玛霖餐厅将精心为您准备当地特选食材，我們将使用最新鲜的四季时蔬与水果，为您烹调最美味的料
理。

请您尽情享用！
精选点餐式早餐

$ 价格从

包含新鲜果汁，以及自助式Nespresso咖啡

若要加点饮料则需另加付費

欧陸自助式早餐

$ 25

包含冷盤，各式特选面包与可颂，
新鲜果汁，特调咖啡（自选）以及各式花茶

鉑尔曼精选全餐
包含欧陸自助式早餐以及精选点餐式早餐
新鲜果汁，特调咖啡（自选）以及各式花茶

$ 39

1. 烤麵包 鱷梨泥, 火箭菜 希臘豆泥, 羊奶酪
青椒 羽衣甘藍 菠菜 南瓜種子 (v)(GF)

17.5

健康与排毒选项
本地牛油果泥，鲜嫩芝麻菜，胡姆斯酱，火烘辣椒，羽衣甘蓝，
九层塔与鲜嫩菠菜的萨尔萨青酱，烘南瓜籽，亚麻籽

2. 自家製香蕉麵包, 肉桂蘋果泥, 蜜糖, 馬斯卡彭奶酪, 烤核桃, 雪糖(v) (GF)

12.5

能量选项
塔利香蕉面包，苹果果盘，烘核桃，新鲜香蕉片，屋顶蜂蜜，时令鲜嫩高原浆果
3. 西班牙煎蛋, 土豆, 西班牙香腸, 黑蒜泥蛋黃醬, 火箭菜,
帕爾馬沙拉 帕爾馬干酪, 初榨橄欖油(GF)

20

低卡路里选项
西班牙白色欧姆蛋配黑蒜泥与鲜嫩芝麻菜
4. 本尼迪蛋, 大西洋三文魚 或 熏火腿, 菠菜
自家製荷蘭醬, 烤麵包(v)(GF)

5. 煙熏三文魚魚茸, 刺山柑, 西班牙洋蔥, 香料, 魷魚墨醬汁, 烤柑橘, 香草(v)(GF)

23.5

21

6. 黑森林培根, 香腸, 烤西紅柿, 炒蘑菇, 自家製土豆煎餅, 煎/炒
雞蛋烤麵包(GF)

23.5

