
BEER SNACK
Polenta frittata, presunto  ....................................................................1,000
ポレンタフリッタータ

Mixed olives, homemade smoked nuts and presunto ...................  1,100
ミックスオリーブ、自家製スモークナッツ、生ハムの盛り合わせ

Grilled sausage with wa�e fried potatoes ....................................... 1,100
グリルソーセージとワッフルフライドポテト

Cheese plate *Choice between Grana Padano or danablu ...............500
チーズプレート（グラナパダーノ / ダナブルーからお選びください）

French fries ......................... 650
フレンチフライ

Calamari fritto .................... 850
カラマリフリット

TOPPINGS
Homemade jam ............................ 150
自家製ジャム

Whipped cream ............................300
ホイップクリーム

Ice cream ............................................250
アイスクリーム

Fresh fruits .......................................400
フレッシュフルーツ

Caramel Basque cheesecake with fresh
fruits by Lily cakes ............................................................................................................... 850
キャラメルバスクチーズケーキとフレッシュフルーツ

Gateau chocolat with fresh fruits by Lily cakes ......................................................... 850
ガトーショコラとフレッシュフルーツ

Today's ice cream (2 scoops)........................................................................................... 500
本日のアイスクリーム
*Please ask your waiter.  |  詳細はスタッフにお尋ねください。

DESSERT

GRAND MENU  11:00 ~ 21:00 (L.O.)

Mac-n-cheese with mix mushroom and tru�e   .............................1,700
ミックスマッシュルームとトリュフのマックチーズ

Rosemary marinated roasted chicken with cacciatora sauce .... 2,600
ローズマリーでマリネしたチキンとカチャトラソース

Australian cube roll steak with fried egg, fried potato,
roasted mini tomato ............................................................................. 3,600
オーストラリア産キューブロールステーキとフライドエッグ、
フライドポテト、ローストミニトマト

ENTRÉE

Buttermilk pancakes with whipped butter ...................................................................................1,380
クラッシックバターミルクパンケーキ

Buttermilk pancakes with sausage and fried eggs..................................................................1,780
バターミルクパンケーキ　ソーセージ＆フライドエッグ

Buttermilk pancakes with whipped cream, vanilla sauce
and macadamia nuts........................................................................................................................................... 1,680
マカダミアナッツのバターミルクパンケーキ　バニラソース､ホイップクリーム

Cacao bread French toast
with mascarpone cream, fresh raspberry, roasted pistachio....................................1,580
カカオブレッドフレンチトースト　マスカルポーネクリーム、ラズベリー、ローストピスタチオ

PANCAKE & FRENCH TOAST

Add a basket of fresh bread from breadworks ..................... 500
breadworksのパンをご用意いたします。お食事とご一緒にどうぞ。

BREAD BASKET

SPECIALS
Please ask your waiter.   /  詳細はスタッフにお尋ねください。

Weekly soup ................................ 550
ウィークリースープ

Monthly plate..........................................  Ask
マンスリープレート

Monthly pancake............................. 1,900 ~
マンスリーパンケーキ

SET DRINK
Served on weekdays 11:00 - 17:00 only.   /   平日11:00 - 17:00 はセットドリンクをご用意しています。
Free refills on hot co�ee and iced tea.   /  ホットコーヒーとアイスティーはお代わり自由。
Excluding  Soup, Beer Snacks  & Dessert.   /   Soup, Beer Snacks, Dessertのみの注文を除く。

Co�ee   (Hot / Iced).....................320
コーヒー（ホット /アイス）

Café au lait (Hot / Iced) .............380
カフェ オレ（ホット /アイス）

Tea (Hot / Iced) ...................320
紅茶（ホット /アイス）

MORNING  8:00 ~ 10:45 (L.O.)

DRINK SET

Co�ee (Hot/Iced) .....................................320
コーヒー（ホット／アイス）

Cafe au lait (Hot/Iced) ..........................380
カフェオレ（ホット／アイス）

Tea (Hot/Iced)............................................320
紅茶（ホット／アイス）

Milk...............................................................320
ミルク

Tomato juice...........................................320
北海道産・トマトジュース

Mandarin orange juice ....................320
愛媛県産・みかんジュース

Apple juice................................................320
長野県産・りんごジュース

Peach juice ...............................................320
長野県産・白桃ジュース

Add a set drink to any item.   /  お食事に追加してご注文いただけます。
Set drinks cannot be ordered by itself.   /  単品でご注文することはできません。
Free refills on hot co�ee and iced tea.   /  ホットコーヒーとアイスティーはお代わり自由です。

TOPPINGS
Homemade jam...................150
自家製ジャム

Fresh fruits ......................... 400
フレッシュフルーツ

Ice cream............................. 250
アイスクリーム

Whipped cream ................. 300
ホイップクリーム

A LA CARTE
crisscross classic breakfast including breadwork's toast
sunny side up eggs, salad, bacon and a bowl of our weekly soup ........... 1,700
クリスクロス・クラシックプレート 
Weekly soup ..................................................................................................................................................550
ウィークリースープ

Homemade toast
(Plain, pumpkin butter, chunky almond butter, bacon jam).......................................550
自家製トースト（プレーン、パンプキンバター、アーモンドバター、ベーコンジャム )
*Please choose  one spread /1 品お選びください

Homemade granola with Greek yogurt .......................................................................... 1,380
自家製グラノーラ　ギリシャヨーグルト

Kale salad with soy meat, quinoa, feta cheese, beets, cauliflower,
walnut and honey lemon dressing ..................................................................................... 1,600
ケールサラダ　大豆ミート、キヌア、フェタチーズ、ビーツ、カリフラワー、
クルミとハニーレモンドレッシング

Sausage gravy egg benedict with homemade scone ........................................... 1,700
エッグベネディクト　ソーセージグレービーソースと自家製ビスケット

Roasted chicken & apple salad sandwich
with camembert cheese on campagne............................................................................ 1,700
ローストチキンとりんごのサラダ、カマンベールチーズのカンパーニュサンドウィッチ

PANCAKES & FRENCH TOAST
Buttermilk pancakes w. whipped butter ..................................................1,380
クラシックバターミルクパンケーキ 

Buttermilk pancakes with sausage and fried eggs .................................1,480
バターミルクパンケーキ　ソーセージ、フライドエッグ

Buttermilk pancakes with whipped cream, vanilla sauce
and macadamia nuts......................................................................................1,680
マカダミアナッツのバターミルクパンケーキ　バニラソース、ホイップクリーム

Cacao bread French toast with mascarpone cream, fresh
raspberries, roasted pistachio .................................................................... 1,580
カカオブレッドフレンチトースト　マスカルポーネクリーム、
ラズベリー、ローストピスタチオ

SIDE SET
Add a side for +380.   /  サイドが＋380で追加できます。
Sides cannot be ordered by itself.   /  単品でご注文することはできません。

Soup.................. 380
スープ

Small salad ...... 380
スモールサラダ

French fries .................. 380
フレンチフライ

Eggs (Fried or Scrambled) .... 380
卵（フライドエッグ orスクランブルエッグ）

Sausage ......... 380
ソーセージ (1pc)

Bacon............. 380
ベーコン (2pc)

Roasted salmon  salad with avocado, cucumber, red radish,
red onion and yogurt dressing .............................................................1,600
ローストサーモンサラダ　アボカド、胡瓜、紅心大根、赤玉ねぎ、
ヨーグルトドレッシング

Kale salad with soy meat, quinoa, feta cheese, beet, cauliflower,
walnut and honey lemon dressing ......................................................1,600
ケールサラダ　大豆ミート、キヌア、フェタチーズ、ビーツ、カリフラワー、
クルミとハニーレモンドレッシング

Cobb salad with bacon, eggs, blue cheese and avocado .................1,650
コブサラダ（ベーコン、チキン、卵、ブルーチーズ、アボカド）

SALAD

Sausage gravy egg benedict with homemade scone ...........................................1,700
エッグベネディクト　ソーセージグレービーソースと自家製ビスケット

Roasted chicken apple salad
with camembert cheese on bread campagne .......................................................1,700
ローストチキンとリンゴのサラダ、カマンベールチーズのカンパーニュサンドウィッチ

Clubhouse sandwich with smoked chicken, ham,
bacon, egg, avocado, tomato and lettuce, with fries............................................1,850
クラブハウスサンド
（スモークチキン、ハム、ベーコン、卵、アボカド、トマト、レタス）、フレンチフライ

SANDWICH
Gluten free bread is available for your sandwich, however our food is not made in a 100% gluten free
environment and we make no guarantees regarding the gluten content of these items.サンドイッチの
パンはグルテンフリーに変更できます。小麦粉を使った製品と同じラインで製造されています。


