
add side dish

Kale Saute

兵庫県丹波の減農薬を推奨し
ている契約農家のケールです。

+360（396）

ケールソテー

Homemade Pork Sausage

スパイスが効いたハンバーグ
のような形のソーセージ です。

+360（396）

自家製
ポークソーセージ

Homemade Hash Brown

すりおろしたジャガイモを丸め
て揚げたホクホクの逸品です。

+360（396）

自家製
ハッシュドポテト

Grilled Tomatoes

厳選された糖度の高いトマトを
使用。旨味が凝縮しています。

+300（330）

グリルトマト

White Bread

小麦の香りを楽しめる歯切
れの良い食パン。

+200（220）

石焼ホワイト食パン

Candy Bacon

カソナードのシロップを絡ませた
甘じょっぱいアメリカンな一品。

+360（396）

キャンディーベーコン 
Grilled Bacon

オーブンでじっくり焼き上げて
いて、クリスピーに仕上げてい
ます。

+360（396）

グリルベーコン 

Pulled Pork

ほろほろになるまでじっくり焼
き、ほぐしたスパイスの効いたア
メリカ南部の家庭料理。

+360（396）

プルドポーク

Cajun Chicken

岩手県産奥州いわいどりのもも肉
をオリジナルスパイスで焼き上げ
ました。

+360（396）

ケイジャンチキン

15 Grains Bread

大麦、小麦、ライ麦、黒ゴマ、小
豆、赤米、もち麦など15種入。

+200（220）

十五穀パン

Homemade Buttermilk Biscuit

オーガニック小麦とたっぷりの
バターで焼き上げた食事に合
うビスケットです。

+380（418）

自家製
バターミルクビスケット

egg ice cream

卵の風味がしっかりとした
手作りのアイスクリームです。

+200（220）

自家製
eggアイスクリーム

チーズがとろける平飼い有精卵のオムレツ。
グリルトマトとグリーンサラダ付。

お好きな卵料理とハッシュドポテト

お好きな卵料理 +トースト+ 
自家製ハッシュドポテト+グリーンサラダ

【卵料理をお選び下さい】　スクランブルエッグ or
ポーチドエッグ or 目玉焼き or ゆでたまご
【トーストをお選び下さい】　ホワイト or 十五穀

980（1,078）

Eggs Rothko

eggオリジナル エッグロスコ 1,580（1,738）

平飼い有精卵を使用したチーズがとろけるスクランブルエッグと
自家製ポークソーセージ、旨味が凝縮したグリルトマトをサンド
しました。

食感にこだわったオリジナルのブリオッシュに、平飼い有精卵とホワイトチェダーチーズを乗
せて焼き上げました。中からとろけ出す黄身と、とろとろのチーズ、さくさくのブリオッシュが楽
しめます。丹波産のケールソテーと糖度の高いトマトを使ったグリルトマトを添えて。

1,300（1,430）

1,500（1,650）

1,300（1,430）

egg オリジナル 

エッグバーガー

2 Eggs Any Style

Egg Sandwich

Beef  Hamburger

ホワイトチェダーチーズオムレツ +
グリルトマト+グリーンサラダ

エッグロスコ +グリルトマト+ケールソテー

味わい葡萄牛のローストビーフ使用。4種チーズとスモークの香り
は牛肉との相性抜群。

スモークビーフメルトサンド
Smoked Brisket Melt Sandwich

メルトサンド +フライドポテト+グリーンサラダ

鉄板でグリルした野菜と4種チーズで焼き上げたメルトサンド。
平飼い有精卵と一緒に絡めてとうぞ。

べジエッグメルトサンド
Egg & Vegetables Melt Sandwich

メルトサンド +フライドポテト+グリーンサラダ

ホワイトチェダーチーズオムレツ 
1,200（1,320）White Cheddar Omelet

＋200（220）でトーストを追加できます。
（ホワイト or 十五穀）

＋180（198）でトーストをビスケットに変更できます。

burger & melt sandwich

味わい葡萄牛のパテを使ったハンバーガーです。サニーレタス、
トマト、グリルオニオン、ピクルスをトッピングしました。

1,500（1,650）ビーフハンバーガー

1,500（1,650） 

オリジナルレシピのスパイスと豚肉をミンチしたチョリソーに、
卵とホワイトチェダーチーズを加えて焼き上げ、ハラペーニョ、
サルサベルデなどをトッピングしました。

バーガー +フライドポテト+グリーンサラダ

バーガー +フライドポテト+グリーンサラダ

バーガー +フライドポテト+グリーンサラダ

R   1,480（1,628）

 L    1,960（2,156）

R   1,480（1,628）

 L    1,960（2,156）

our specialty

pancake & french toast combo

平飼い有精卵を贅沢に使った「egg」オリジナルの定番料理をお楽しみください。

「egg」オリジナルの定番料理を追加アレンジしてお楽しみください。

パンケーキ or フレンチトーストをお選びください。

Chorizo, Egg & Cheese Sandwich

スパイシーチョリソー＆
チーズエッグバーガー

オーガニック小麦と、平飼い有精卵の生地で
こんがりと焼き上げたパンケーキです。
バターとピュアメープルシロップでどうぞ。

オーガニック小麦を使った
パンケーキ

 R【2枚】 1,000（1,100）  

 L【3枚】  1,480（1,628）

Pancakes

平飼い有精卵、奥中山高原牛乳、バニラエクス
トラクトなどを使ったアパレイユにブリオッシュ
をひたして焼き上げたフレンチトーストです。

ブリオッシュ
フレンチトースト

French Toast

目玉焼き＋プルドポーク＋ケールソテー＋コールスロー

サウザンサンプラー
Southern Sampler

南部アメリカの代表的な料理のプレート。スパイスの効いた
ジューシーなプルドポーク、丹波産ケールのソテーなどお肉
も野菜もトッピングした贅沢な盛り合せです。

アップルキャラメリゼ

ベリーコンポート+ クリームチーズムース

アップルキャラメリゼ +eggアイスクリーム

ベリーコンポート＆
クリームチーズムース
Berry Compote & Cream Cheese Mousse

Apple Caramelize & Ice Cream

砂糖とバターでキャラメルソテーしたりんごを自家製アイ
スクリームと絡めてお召し上がりください。

クリームチーズをムース仕立てにした新食感なトッピング。
４種のベリーの酸味とよく合います。  
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エッグベーコンジャム

スクランブルエッグ +ベーコンジャム +グリーンサラダ

目玉焼き＋グリルベーコン＋テイタートッツ＋グリーンサラダ

NYクラシック

egg, Bacon Jam

NY Classic

クリスピーベーコン、一口サイズのハッシュドポテトなど
egg定番のトッピングが組み合わさったプレートです。

ベーコンをメープルシロップ、ビネガーなどで仕上げた
甘塩っぱいベーコンジャムとスクランブルエッグを絡めて
お召し上がりください。   

R  1,480（1,628）

 L   1,960（2,156）

R  1,980（2,178）

 L   2,460（2,706）

R  1,780（1,958）

 L   2,260（2,486）

DRINK SET
「コーヒー（ホットorアイス）」・「Premium Tea Bar」からお選びください。

+380（418）

【トーストをお選び下さい】　ホワイト or 十五穀

【トーストをお選び下さい】　ホワイト or 十五穀

※価格表示は税抜価格です。カッコ内は店内飲食時の価格となります。

〈　追加トッピング各200（220）　〉
ホワイトチェダーチーズ／グリルベーコン／目玉焼き

 R【1枚】  1,000（1,100）  

 L【2枚】  1,480（1,628）

おかわり
自由

おすすめ


