
はやしなちゅらるファームのたまご

「アンソン・ミルズ」のグリッツ

From Farm to Table
「地産地消」 それは、生産者と消費者が結びつくこと。

eggのオーナー ジョージ・ウェルド氏が想うこれからのレストランのカタチ。

それは作り手さんの想いを消費者にちゃんと伝えること。

eggで働くシェフたちもそんな想いを受けて、責任をもって美味しく調理しています。

お食事の際、少しだけそんなことを考えてお召し上がりいただけたら光栄です。

はやしなちゅらるふぁーむは、広島県のほぼ中央、自然がいっぱいの福富町にあります。

オーナーの早志（はやし）さんは、ニワトリの「食」と「環境」にこだわりを持って

養鶏に取り組んでいる、日本でも数少ない養鶏農家です。

はやしなちゅらるふぁーむでは、鶏たちがのびのび走り回れる平飼いで飼育しています。

また鶏たちがは安心して卵を産み落とせる寝床づくりにも力をいれてています。

私たちは、eggに訪れていただいたお客様にも、生産者の顔が見える安心と

素材その物を味わっていただきたいという思いから、はやしさんのたまごを選びました。

～生産者の見える安全な食材を～

グリッツは、南アメリカの伝統的な食べ物で、乾燥させたトウモロコシの

実を挽いて作られています。世界一のグリッツは、サウスカロライナの

「アンソン・ミルズ」のものだと、eggオーナー、ジョージ・ウェルドは云います。

彼らは小さな農場で有機栽培されたトウモロコシの伝統品種を使い、

収穫後は、石臼で冷したまま穀粒を挽くという伝統的な手法を守っています。

eggでは、粗びきとパウダー状の２種類のグリッツを使用し、

食感も風味も楽しめるよう調理しています。

Egg東京は、アジアでこのグリッツを食べられる唯一のレストランです。



E�s Rothko

eggオリジナル エッグロスコ 1,580円（+税）

・ケールソテー ・自家製ポークソーセージ ・キャンディーベーコン
・グリルベーコン ・自家製ハッシュポテト

+360円（+税）追加サイドディッシュ

エッグロスコー +グリルトマト+ケールソテー

バターをたっぷり練り込み、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をふんだんに乗せて焼き上げました。

中央を切ると、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を楽しめます。
ケールを使用したソテーと、厳選した糖度の高いトマトを使ったグリルトマトを添えて。



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
【パンをお選び下さい】　

ホワイト or 十五穀

980円（+税）

egg特製のふわふわのバンズに、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。

1,300円（+税）egg オリジナル エッグバーガー

E� Burger

2 Eggs Any Style

※＋360円（+税）でハッシュドポテトを追加できます。
＋190円（+税）でトーストを追加できます。

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

エッグバーガー +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 1,190円（+税）

White Cheddar Omelet

 DRINK SET お代わり自由のコーヒーと「Premium Tea Bar」をご利用いただけます。+350円（+税）

Original



伝統的なアメリカ南部料理  Southern Cla�ics

1,390円（+税）

オーガニック 
グリッツボウル シュリンプ
Shrimp and Grits

シュリンプ、トマト、玉葱、ハーブ
などをじっくり煮込んだ自家製の
スープとお召し上がりください。

1,390円（+税）

ビスケット
＆ソーセージグレイビー
Biscuits & Gravy

表面はサクサク、中はしっとりした
ビスケットに、グレイビーソースを
からめてお召し上がりください。

1,280円（+税）カントリーキャプテン

アメリカ南部でチキンカレーとして食べられ
ているカントリーキャプテン。ふもと赤鶏と
糖度の高いトマトを自家製の鶏ガラスープ
でじっくり煮込みました。ポーチドエッグと
お召し上がり下さい。

Country Captain 



650円（+税）

790円（+税）

オーガニック グリッツ

オーガニック チーズグリッツ

Organic Grits

Organic Cheese Grits

サラダケールと数種類のグリーンリーフ、
平飼い有精卵のポーチドエッグを合わせて、
自家製シーザードレッシングで仕上げました。

Kale & Leaf Vegetables Salad 

                     w
ith Caesar Dre�ing

自家製バターミルクビスケット

500円（+税）トマトスープ
Preserved tomato soup

750円（+税）

460円（+税）

880円（+税）

ホワイトチェダーチーズ入りのフレッシュクリームと
マカロニで焼き上げたグラタン料理です。

厳選した糖度の高いトマトを使い、じっくり煮込んだ
トマトスープです。

アメリカ南部の代表的な料理の一つ。オーガニック小麦など
厳選した食材とたっぷりのバターを層にして折り込み、
焼き上げた、表面はさくさく、中はしっとりなビスケットです。

自家製フライドポテト

マカロニ＆チーズ

560円（+税）

French Fries

Macaroni & Cheese

（国産フルーツジャム）
Butter milk biscuit (with seasonal jam)

 DRINK SET お代わり自由のコーヒーと「Premium Tea Bar」をご利用いただけます。+350円（+税）

彩り野菜とケールの
シーザーサラダ



+480円（+税） 

+480円（+税） 

りんごを砂糖とバターでキャラメルソテーにして、
バニラアイスとて絡めてお召し上がりください。

ベーコンジャムとは、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ジャムです。

お食事トッピング
スクランブルエッグ +ベーコンジャム +グリーンサラダ

アップルキャラメリーゼ +バニラアイス
デザートトッピング

Pancakes Topping

Pancakes Topping

Pancakesオーガニック小麦と、こだわりの有精卵で作った
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
2枚  1,000円（+税）   3枚 1,490円（+税）



eggプリン
Egg pudding

平飼い有精卵と奥中山高原牛乳を使って仕上げた究極の
プリンです。

クリームチーズを贅沢に使用し、平飼い有精卵とオーガニック
小麦粉を使いじっくり焼き上げたチーズケーキです。

クーベルチュールチョコレートとココアを使用した、しっとり
生地にチョコレートをコーティング。チョコの食感がたまらない、
食後におすすめのケーキです。

470円（+税）

560円（+税）

450円（+税） 手作りベイクドチーズケーキ

手作りチョコレートケーキ

Cheesecake

Chocolate cake

French Toast

 DRINK SET お代わり自由のコーヒーと「Premium Tea Bar」をご利用いただけます。+350円（+税）

ブリオッシュ フレンチトースト
1枚  1,000円（+税）    2枚 1,490円（+税）

平飼い有精卵とたっぷりの生クリーム、奥中山高原牛乳、バニラを
オイルにつけて抽出したバニラエクストラクトを使用し、
オリジナルのブリオッシュと合わせて焼き上げたフレンチトーストです。
バターとピュアメープルシロップをたっぷりかけてお楽しみ下さい。



TEA BAR

※価格は全て税抜きです。※写真はイメージです。※アレルゲン対応の方は店舗スタッフへお問い合わせください。※お持ち帰り用BOXのご用意ございます。

beer

highball
グラス 300円（+税）  カラフェ 980円（+税）ワイン（赤・白）

スパークリングワイン

wine650円（+税）

560円（+税）

ザ・プレミアム・モルツ
マスターズドリーム（小瓶）

ジムビームハイボール

The Premium Malt’s Master’s Dream

Tavernello (Rosso/Bianco)

Freixenet Cordon NegroJim Beam Highball

coffee

・イングリッシュブレックファースト
・アールグレイ　・ダージリン　・アッサム

drinks

【ノンカフェイン】

【ハーブティー】

【紅茶】

【アイス】

有機栽培されたコーヒー豆を100%使用。優しいコク、
ナッツ感を伴う香ばしくもやわらかなボディが特徴です。

有機栽培されたブラジル産とコロンビア産コーヒー豆を
ブレンド。透明感のある苦味、しっかりしたボディが特徴。
時間をかけてゆっくり抽出した水出しコーヒーです。

ドリップコーヒー

・べっぴん茶 （アクティブ・ビューティー）

kids drinks

キッズミルク

キッズアップルジュース

200円（+税）

380円（+税）

Milk for Kids  (hot or iced)

Apple juice for Kids 

soda

フレッシュレモン スカッシュ

アップルサイダースカッシュ

キャレブズ コーラ

アサラシ スパークリングツリーウォーター 

450円（+税）

500円（+税）

Sparkling lemonade

Sparkling apple cider

Caleb’s Kola

Asarasi Sparkling Tree Water

フレッシュオレンジジュース

フレッシュレモン レモネード

アップルサイダー

750円（+税）

560円（+税）

630円（+税）

560円（+税）

630円（+税）

510円（+税）

350円（+税）

510円（+税）

450円（+税）

fruit juices

リンゴジュースにシナモン等のスパイス、オレンジの皮等を
加えて煮詰めて作った、アメリカの伝統的な飲み物です。

（ホット・アイス）

（ホット・アイス）

（ホット・アイス）

Fresh squeezed orange

Fresh homemade lemonade  (hot or iced)

Apple cider (hot or iced)

カフェオレ

カフェインレスコーヒー （ホット・アイス）

（ホット・アイス）

Cafe au lait  (hot or iced)

Caffeine-free  (hot or iced)

Drip coffee

袋布向春園茶葉カウンセラーによる
オリジナルブレンドの日本茶ハーブティーです。

カラダにもココロにもやさしい
天然の香りの別品なお茶です。

コールドブリュー アイスコーヒー 
Cold brew

510円（+税）

グラス 300円（+税）

ボトル 1,800円（+税）

・アイスアールグレイティー
・アイスフルーツティー

・カモミール   ・カリビアンカクテル
・インディアンサマー

Premium

eggが厳選した12種類の紅茶を
自由にご利用いただけます。

プレミアムティーバー

たふこうしゅんえん


