
All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Breakfast

British Egg and Soldiers

Soft boiled eggs, toasted sourdough bread, salad set 
半熟ゆで卵、サワードウブレッド、サラダセット 

We have prepared a ‘how to eat manual’ so please enjoy eating the 
British way! 
イギリスの兵隊さんの被る帽子に似てることから名付けられた朝ごはん！イ
ギリス流の食べ方でお試しあれ！食べ方マニュアルあります。

イギリスのエッグアンドソルジャーズ 1Egg(１個）¥600 
2 Eggs(２個) ¥750 

Full English Breakfast 
Homemade bacon & sausage, grilled tomato, smokey baked 
beans, hash brown, fried egg, toast, salad 
手作りソーセージとベーコン、焼きトマト、目玉焼き、ハッシュド
ポテト、トースト、サラダセット。

フル  イングリッシュ  ブレックファースト

Please allow 10-15 minutes cooking time.  
調理に10～15分位かかります 
Last order at 10:45　ラストオーダー10:45 

¥1050

Egg breakfast
Your choice of egg　poached, scrambled, fried), a slice of toast

エッグ ブレックファースト

ポーチドエッグ or スクランブルエッグ or 目玉焼き  + トースト1枚

¥320

Omelette, toast & salad set
Choose two from the following  
(Cheddar cheese, Mushroom, Ham, Onion, Tomato)  
For each additional item, add ¥50.

オムレツセット

お好きなトッピングを2つお選び下さい。 
(チェダーチーズ、マッシュルーム、ハム、玉ねぎ・トマト） 
3つめ以上は+50円で追加できます！

¥700salad 
set

Weekday 09:00 - 11:00 (L.O)    Saturday 8:00 - 11:00 (L.O)

salad 
set



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Breakfast
Weekday 09:00 - 11:00 (L.O)    Saturday 8:00 - 11:00 (L.O)

¥1050 

ドリップコーヒー　Drip Coffee　    紅   茶　Tea * 
リンゴジュース　Apple juice　　    ミルク　Milk (Hot/Cold) 

*Please choose from our tea selection in the drinks section 
*紅茶のセレクションの中で選んでください

ブレックファーストドリンクセット　Breakfast Drink set 各 ¥250 

The Continental 
ザ　コンチネンタル

Homemade mini bagels, selection of cheese, hams and 
cured meats, hard boiled egg, yoghurt and honey, 
homemade jam, salad set 
手作りミニベーグル、チーズとハムのセレクション、ヨーグル
トとハチミツ、手作りジャム、サラダセット

他に　Extras 
目玉焼き追加     Extra fried egg   ¥180 
ミニサラダ    Mini salad  　   ¥200　　 
トースト追加 　　 　 　　 　 Extra slice of toast   ¥100 
サワードウブレッド   Extra slice of sourdough      ¥150 
手作りソーセージ一個   Extra sausage   ¥250 
手作りベーコン 一枚   Extra slice of bacon   ¥180 
手作りロールパン   Homemade bread roll  ¥200

salad 
set

Pumpkin soup     
かぼちゃスープ

単品 
パンセット 
パン・サラダセット

Soup only 
Roll set 
Roll & salad set

¥500 
¥600 
¥700

セルリアクスープ

Soup & grilled sourdough bread  ¥650 
スープとサワードウブレッド  
Salad Set/サラダセット           ¥800 

セリアクスープ& トリュフオイル
Celeriac Soup with truffle oil

Celeriac Soup



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Lunch
月 Mon 11:30 - 14:30（L.0)        火∼土 Tue - Sat  11:30 - 15:00 (L.O)

今週のパスタ  This week’s Pasta

Squid ink and flounder katsu rolls
イカ墨バーガー（タルタルソース） ¥1,200salad 

set

単品　Only 
サラダセット　Salad set 
大盛り　Large 

¥980 
¥1,100 
＋¥300 

Squid ink rolls, breaded flounder, tomato,  
tartare sauce, handcut chips 

オリジナルイカ墨パン、カレイかつ、タルラルソース、ハンド
カットポテトフライ

BLT sandwich, crispy salad
BLTサンド ¥850salad 

set

Grilled homemade bacon, tomato, crispy lettuce & mayonnaise, sandwich
手作りベーコン、トマト、レタス　サンド、サラダセット

アボカド  Avocado ＋¥100

Homemade falafel
ファラフェル（ひよこ豆のコロッケ） ¥1050

Chickpea and cumin dumplings, pickled red cabbage, grilled 
aubergine, humus, tzatziki, tomato salsa, carrot and raisin 
salad, handcut chips 
ひよこ豆のコロッケ、漬け物、なすサラダ、フムス、ヨーグルトと 
きゅうりのソース、ポテトフライ、サラダセット 
    Jalapeno  ハラペニョ　＋￥50     　　　

salad 
set



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Lunch

Salt Beef Sandwich 
ソルトビーフサンド ¥1280

Home cured salt beef brisket, grilled sourdough 
bread, gherkins, mustard mayonnaise, celeriac 
remoulade, handout chips and salad set 
自家製塩付け牛のバラ肉、、ホームメイド・グリルドサワー
ドウブレッド、ピックルズ、マスタードマヨネーズソース、
セルリアクコールスロー、ポテトフライ、サラダセット 

Greek Meze
ギリシャ メゼー ¥1250

A selection of Greek Cypriot food including homemade 
‘pastourma’ spicy beef sausages, Greek salad, chicken kebabs, 
homemade pitta bread, spinach and feta cheese parcel, cod 
roe sauce, humus & tzaziki 
ギリシャ料理のセレクション。自家製ピリ辛ビーフソーセージ、チキ
ンケバブ、自家製ピタブレッド、ほうれんそうとフェタチーズの春巻
き、明太子ソース、フムス、ヨーグルトときゅうりのソース

Pumpkin soup     かぼちゃスープ
単品 
パンセット 
パン・サラダセット

Soup only 
Roll set 
Roll & salad set

¥500 
¥600 
¥700

月 Mon 11:30 - 14:30（L.0)        火∼土 Tue - Sat  11:30 - 15:00 (L.O)

Celeriac Soup with truffle oil and Jerusalem Artichoke crisps
セリアクスープ, トリュフオイル とキクイモチップス

Soup & grilled sourdough bread 　　　　 　¥650 
スープと焼きサワードウブレッド  
  

Soup, bread & salad set  　　　　　¥800 
スープ、パン＆サラダセット  　　　　 

salad 
set

Celeriac Soupセルリアクスープ



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Lunch

ミニサラダ            Mini salad 
(Grilled aubergine, cherry tomatoes, balsamic vinegar)

¥300

ドリップコーヒー 
紅茶  
リンゴジュース  
レモネードソーダ 
ミックスベリーソーダ 
ジンジャーエール

ランチドリンクセット　Lunch Drink set 各 ¥350

ポテトフライ            Handcut chips ¥300

Drip Coffee 
Tea** 
Apple juice 
Lemonade soda 
Mixed berry soda 
Ginger ale

他に　Extras

チーズポテトフライ    Cheesy potato chips 
               (Cheese, tomato salsa and guacamole) 

¥420

ミニシーザーサラダ  Mini Caesar salad 
(Caesar dressing, croutons, pecorino cheese)

¥420

**Please choose from our tea selection in the drinks section
*紅茶のセレクションの中で選んでください

月 Mon 11:30 - 14:30（L.0)        火∼土 Tue - Sat  11:30 - 15:00 (L.O)



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Drinks

ドリップコーヒー     Drip Coffee  (HOT / ICE) ¥400

Coffee

アメリカーノ     Americano  (HOT / ICE) ¥400

カフェラテ      Café latte  (HOT / ICE) ¥450

¥480フラットホワイト            Flat white

エスプレッソ 　　　 Espresso   (Double/ダブル　＋￥５０） ¥350

フラッペ      Greek style frappé ¥450

塩キャラメルマキアート　  Salt caramel macchiato  (HOT / ICE) ¥480

ヨークシャーティー   Yorkshire tea  (HOT / ICE) ¥400

Tea

アールグレイ     Earl grey tea  (HOT / ICE) ¥400

ルイボスティー     Rooibos tea  (HOT / ICE) ¥400

デカフェティー    De-caffe tea  (HOT / ICE) ¥400

イングリッシュブレックファーストティー 
English breakfast tea        (HOT / ICE)

¥400

フォートナム＆メイソン　ティーボックスセレクション 
Fortnum and Mason Tea Box selection

¥450

英国王室御用達ブランド紅茶「フォートナム＆メイソン」。そのティーボックスセレクションの中からあなた
のお好みの一杯を見つけて下さい。 
Choose from one of our luxury tea selections from “Fortnum and Mason” Piccadilly, London.

《ドリンク２杯目から100円引き》

ギリシャ風チャイティー    Greek style Chai Tea ¥450 

ジンジャーブレッドラテ 　Gingerbread Latte       ¥480



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Drinks

レモネードソーダ    Lemonade soda ¥480

Other Drinks

ミックスベリーソーダ             Mixed berry soda ¥480

ジンジャーエール    Ginger ale ¥480

ホットレモネード    Hot lemonade ¥480

ホットジンジャー    Hot ginger ¥480

キッズアップルジュース　        Kids apple juice ¥100

アップル・ジンジャー・ほうれん草のスムージー

¥540 

Smoothies

Apple, Ginger and spinach wake up juice

バナナとチョコレートブラウニー スムージー

¥580

Banana, chocolate Brownie  
and vanilla ice cream

ミックスベリーとバニラアイスのスムージー

¥550 

Mixed Berry & Vanilla Ice-Cream Smoothie

《ドリンク２杯目から100円引き》

アルコールのご用意もありますのでスタッフにお尋ねください。　Alcohol is available. Please ask staff for the menu.

Christmas Drinks

 Mulled Wine 　(Red wine with orange, cinnamon, cloves, star anise and apple) 
モールドワイン（オレンジ、シナモン、クローブ、アニス、リンゴを入れた暖かい赤ワイン） 

NON-ALCOHOL OPTION AVALIABLE/ノンアルコールもご用意できます

¥６００



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Sweets

チョコレートブラウニー（3個） 
Chocolate brownie (3pieces)

¥330

チョコレートブラウニーサンデー 
Chocolate brownie sundae

¥500

Chocolate brownie, vanilla ice cream, chocolate sauce

ベリーサンデー 
Berry sundae

¥500

Fresh cream, vanilla ice cream, mixed berry sauce

アフォガート 
Affogato

¥500

Hot espresso, vanilla ice cream

スコーン 
Fluffy British scones 
With whipped cream & homemade jam 
ホイップクリームと手作りイチゴジャム付き

¥380

スコーン & ティーセット　　　　      Scone tea set　＋¥200 
スコーン & ドリップコーヒーセット Scone drip coffee set　＋¥300

バナナケーキ & ティーセット　　　　      
Banana Cake & tea set　       　　　　＋¥200 

バナナケーキ & ドリップコーヒーセット 
Banana Cake & drip coffee set    　　　　＋¥300

くるみとメイプルシロップのバナナケーキ 
Banana, maple syrup and walnut cake

単品　¥350



All prices are inclusive of tax  　 上記は税込み価格です

Christmas Sweets Menu

ミンツパイ 
Mince Pie

１個  　¥２50 
２個   　¥450 

Box of 6個　¥1２00
Mini fruit pies (dried fruit, rum, orange and lemon, 
and brown sugar) 

ミニフルーツパイ（ドライフルーツ、ラム、オレンジ、
レモン, きび砂糖）

パネトーネ　ケーキ 
Panettone Cake  

¥300

Italian Christmas cake with dried fruit and orange 

ドライフルーツとオレンジのイタリアン・クリスマスケーキ 

¥380ストーレン 
Stollen 

German Christmas ‘bread’ cake filled with 
dried fruit, brandy and marzipan  

ドイツのフアフアクリスマスケーキパン。ドライ
フルーツ、ブランデー、マジパン


