WEEKEND BRUNCH

BRUNCH

11.30-17.00 Saturday-Sunday- Holiday

Complimentary toast with Jam and butter is served during brunch hours, let you server know if you
would like a basket. "things with eggs" orders include a free side dish of breakfast potatoes.

JUICE - SMOOTHIES - CAFÈ
Fresh squeezed orange juice フレッシュスクイーズオレンジジュース
Mango-tastic smoothie マンゴースムージー
Acai smoothie Power boosting blend of Brazilian acai, yoghurt and banana

ブランチにはトーストとバター＆ジャムのバスケット、卵料理のブランチメニューにはブレックファストポテトが付きます。

900
700

650
500

750

Sweet chili potato wedges Sour cream & green onions

750

Trufﬂe fries Shaved parmesan, white trufﬂe oil

900

Baba ghanoush Smoked eggplant dip, grilled ﬂat bread

1.000

Black bean dip Flour tortilla’s, sheep’s milk cheese

1.200

Popcorn mushrooms Blue cheese stuffed, horseradish dip

1.300

Hummus & falafel Pita bread

1.400

Hot artichoke dip Corn chips

1.400

ババガヌーシュ スモークした茄子のディップ、
グリルドフラットブレッド

ブラックビーン ディップ フラワートルティーヤ、シープミルクチーズ

ポップコーンマッシュルーム ブルーチーズスタッフ、ホースラディッシュディップ

フムスとファラフェル ピタブレッド添え

ホットアーティチョークディップ コーンチップ

1.100

Spicy Thai shrimp salad Fresh lime "no oil" dressing

1.200

Bang bang chicken salad Sesame ginger dressing

1.300

Chicken taco salad

1.300

バンバンチキンサラダ セサミ＆ジンジャードレッシング

Tortillas, black beans, lettuce, tomato, jack cheese avocado, salsa & sour cream

チキンタコサラダ トルティーヤ、ブラックビーン、
レタス、
トマト、ジャックチーズ、アボカド、サルサ、サワークリーム

Apple, blue cheese, spiced pecan salad Walnut oil vinaigrette

1.300

Greek salad Add shrimp 400 extra

1.300

りんご、ブルーチーズ、ピーカンナッツのサラダ ウォールナッツオイルビネグレット

グリークサラダ シュリンプトッピング+４００円

Vegetarian frittata Sautéed spinach & Feta cheese, served topped with a fresh salad

1.800

Huevos rancheros Grilled ﬂour tortillas, black beans, two fried eggs, salsa & avocado puree 1.800

ウエヴォス ランチェロス フラワートルティーヤのグリル、ブラックビーン、目玉焼き2個、サルサ、アボカドピューレ

The Bubba Gump English mufﬁns topped with crabcakes, poached eggs & hollandaise

1.900

Eggs Titanic Poached eggs on toasted mufﬁns with smoked salmon & hollandaise

2.000

ババ ガンプ オランデーズソースをたっぷりかけたポーチドエッグ、
クラブケーキをイングリッシュマフィンにのせて

エッグス タイタニック オランデーズソースをたっぷりかけたポーチドエッグ、スモークサーモン、
トーストしたマフィン

Full English breakfast Bacon, sausage, mushrooms, tomato, baked beans, two eggs any style 2.200

フル イングリッシュ ブレックファスト ベーコン、
ソーセージ、マッシュルーム、
トマト、ベイクドビーンズ、お好みに仕上げるタマゴ２個

Big steak & eggs 300gm grilled sirloin steak with two eggs, any style, side of BBQ sauce

2.800

PANCAKES - GRANOLA

Our light and ﬂuffy homemade pancakes, 3 ways to enjoy them

Maple syrup & cinnamon pecan butter メープルシロップ＆シナモンピーカンバター
Chocolate, peaches & cream チョコレート、ピーチ＆クリーム
Blueberries & whipped cream ブルーベリー＆ホイップクリーム
Granola, yoghurt & fresh fruits

1.500
1.500
1.500
900

グラノーラ＆ヨーグルト フレッシュフルーツトッピング

Caesar salad Add chicken, avocado, anchovies, bacon 200 extra, shrimp 400 extra

スパイシータイ風シュリンプサラダ フレッシュライムのノンオイルドレッシング

1.800

ビッグステーキ＆エッグス サーロインステーキ３００gのグリル、お好みに合わせて調理したタマゴ、自家製BBQソース

SALAD
シーザーサラダ チキン、
アボカド、
アンチョビ、ベーコントッピング各+２００円、シュリンプトッピング+4００円

The Elvis Poached eggs on hash browns with bacon & hollandaise

エルヴィス オランデーズソースをたっぷりかけたポーチドエッグ、
クリスピーベーコンとハッシュブラウンポテト

ベジタリアン フリタータ ホウレン草のソテー、フェタチーズをフレッシュサラダとあわせて

Fresh veggie sticks Blue cheese dip

トリュフフライ 白トリュフオイルで香付けしたフレンチフライ、パルメザンチーズ

1.800

エッグス ベネディクト オランデーズソースをたっぷりかけたポーチドエッグ、
グリルハム、
トーストしたマフィン

750

スイートチリポテトウェッジ サワークリーム、
グリーンオニオン

Eggs benedict Poached eggs on toasted mufﬁns with grilled ham & hollandaise

700

Chips & salsa Fire roasted hot and spicy

フレッシュベジスティック ブルーチーズディップ

1.600

エッグス フロレンティーン オランデーズソースをたっぷりかけたポーチドエッグ、ホウレン草のソテー、
トーストしたマフィン

NIBBLES - MEZZE
チップス＆サルサ スパイシーローストのチップス＆サルサ

Eggs ﬂorentine Poached eggs on toasted mufﬁns with sautéed spinach & hollandaise

700

アサイースムージー たくさんの栄養素を含む奇跡のフルーツと呼ばれるアサイーとバナナヨーグルトのスムージー

Peanut butter, oreo cookie milk shake ピーナツバターオレオクッキーミルクシェイク
Cappuccino, Latte or Mocha カプチーノ、カフェラテ、又はモカ
Pot of tea ポットティー

THINGS WITH EGGS

FOR THE LITTLE DARLING’S

Under nine years of age please. Includes a fee juice and a scoop of vanilla ice cream afterwards.
Please choose any of the following
キッズメニュー(9歳以下のお子様向けメニューになります) キッズジュースとデザートにアイスクリームがつきます。

Mini burger & fries or chicken nuggets & fries

800

Plain pancake with maple syrup プレーンパンケーキ メープルシロップ添え

600

ミニバーガー＆フレンチフライ 又は チキンナゲット＆フレンチフライ

BURGERS - SANDWICHES

All our burgers and sandwiches are served with shoestring fries (wedges for the BBQ chicken melt)
All our beef burgers are made using 100% freshly ground beef. please let your server know how you
would like your burger cooked.
◆BURGER TOPPINGS 200 each.

Cheddar / Monterey jack / Swiss / feta / camembert / bacon / mushrooms / jalapenos / fried egg / avocado
◆CHOOSE A BUN Burgers are available with a choice of buns, butter brioche bun / sesame wheat bun
ハンバーガー、サンドイッチ各種にはフレンチフライ（バーベキューチキンメルトにはウエッジポテト）が付きます。ビーフバーガーは100%ビーフのパ
ティとなっております。お好みの焼き加減をスタッフにお伝えください。
◆バーガートッピング各+２００円 チェダー、モントレージャック、スイス、
フェタ、
カマンベール、ベーコン、マッシュルーム、ハラペーニョ、目玉焼き、
アボカド
◆バーガーバンズをバターブリオッシュバンまたはセサミウィートバンよりお選びください。

Roti big burger 100% beef barbecue glazed, lettuce, tomato, red onion & pickles

1.600

Blue cheese burger Red wine sauce, blue cheese, grilled onion & horseradish sauce

1.800

Cajun swordﬁsh burger Cajun blackened, tartare sauce & grilled pineapple

1.600

Barbecue chicken melt Jack cheese, crispy bacon on shredded BBQ chicken

1.600

Buffalo chicken burger Crisp-breaded chicken breast, spicy sauce, ranch dip

1.600

Vegan burger Smoked eggplant dip, tahini sauce, pita bread bun

1.600

Reuben sandwich Pastrami, sauerkraut, swiss cheese & thousand island dressing

1.600

B.L.T & A sandwich Classic BLT with the adition of avocado

1.400

Skinny burgers Any burger "the meat part" on a large chopped salad

1.800

ROTI ビッグ バーガー ビーフ100%のパティ、バーベキューソース、
レタス、
トマト、
レッドオニオン

ブルーチーズ バーガー レッドワインソース、ブルーチーズ、
グリルドオニオン、ホースラディッシュソース

ケイジャン ソード フィッシュバーガー ケイジャンスパイスをまぶしたメカジキ、タルタルソース、パイナップルのグリル

バーベキュー チキン メルト ジャックチーズ、
クリスピーベーコン、チキンのほぐし身

バッファローチキン バーガー バッファローチキン カツレツ スタイル、スパイシーソース、ランチディップ

ヴィーガンバーガー 茄子のディップ、タヒニソース、ピタブレッド

ルーベンサンドイッチ パストラミ、ザワークラウト、スイスチーズ、サウザンアイランドソース

B.L.T.Aサンドイッチ 定番BLTサンドイッチにアボカドをトッピング

スキニーバーガー お好きなバーガーの パテ と、バンズの替わりにたっぷりのサラダを盛り合わせたヘルシーバーガー

SWEET THINGS
Hot bread pudding Bourbon caramel sauce & vanilla ice cream

700

Mississippi mud pie Chocolate fudge pie with an Oreo cookie base
served with coconut ice cream & pistaschio crumbs

700

温かいブレッドプディング バーボンキャラメルソース、バニラアイスクリーム

ミシシッピー風マッドパイ オレオクッキーを敷きつめたチョコレートファッジ、ココナッツアイスクリームとピスタチオクランブル添え

Blueberry cheesecake Baked Yankee cheesecake with down south blueberry sauce
and whipped cream

700

ブルーベリーチーズケーキ ベイクドヤンキーチーズケーキ、ブルーベリーソースとホイップクリーム添え

Peachs n’ cream Double pineapple ice cream, peaches, fresh cream
caramel sauce and roasted almonds in an old school parfait glass

700

ピーチインクリーム ダブルのパイナップルアイスクリーム、ピーチ、フレッシュクリーム
キャラメルソース、アーモンドをトッピングしたクラシックなパフェ

Pecan pie Cinnamon whipped cream

ピーカンパイ シナモン、ホイップクリーム

700

