
S EA FOOD  C OCKTAI LS

Shrimp with cocktail sauce ..................................................2ea 1600
シュリンプ

King crab claws with cocktail sauce .......................................2ea 1600
タラバ蟹爪

Lobster tail with cocktail sauce.................................................. 1600
ロブスターテール

Fresh oyster selections ......................................................... 1ea 800
フレッシュオイスター

Bloody Mary oyster shooters ................................................. 1ea 900
ブラッディマリー オイスターシューターズ

A P P E T I Z E R S

Creamy New England clam chowder topped with crispy 
bacon and croutons .................................................................. 1200
ニューイングランドクラムチャウダー 新鮮なハマグリとクリスピーベーコン

Tuna and avocado tartar with kochi jan dressing and papadam crisps .. 1800
マグロとアボカドのタルタル パパダム コチジャンドレッシング

New Orleans style BBQ shrimp in spicy butter and lemon sauce......... 2000
ニューオーリンズスタイル BBQシュリンプ

Jumbo lump blue crab cake with piquillo aioli and greens ................ 2400
ブルークラブケーキ ピキージョアイオリ

Seasonal whitefish sashimi with radish slices,
micro greens and ginger chive oil .............................................. 1800
鮮魚のカルパッチョ ジンジャーチャイブオイル

SA L A D S

Kale and brown rice salad 
with shaved fennel, blood orange and Kalamata olives...........1500 / 2100
ケールとブラウンライスのサラダ シェーブルチーズとオレンジ シトラスドレッシング

CRISTA romaine Caesar salad with Parmesan and croutons....1400 / 2000
クリスタ シーザーサラダ avocado+200 crab +600

The un-wedge iceberg lettuce salad with Dana blue cheese, 
crispy bacon and croutons ........................................................ 1800
アイスバーグレタスサラダ ダナブルーチーズとクリスピーベーコン

SA N DW I C H E S

Bacon, lettuce, arugula, tomato and avocado on toasted campagne bread
with garlic lemon aioli ............................................................. 2600
カンパーニュの "BLTA"サンド (ベーコン、レタス、ルッコラ、トマト、アボカド )ガーリックレモンアイオリ
Crispy buttermilk fried chicken with coleslaw, pepper Jack cheese 
and kochi jan mayonnaise on a potato bun .................................... 2800
クリスピーフライドチキンサンドイッチ コチジャンマヨネーズ
CRISTA burger, super deluxe fresh ground 200g prime chuck patty, 
on a potato bun with waffle fries *Choice of avocado, bacon or premium cheese..2800
クリスタ バーガー U.S.A.プライムビーフ ワッフルフライ

G R I L L E D  S E A FO O D S  &  M E AT S

Grilled swordfish steak with lemon risotto................................... 3200
メカジキのグリルとレモンリゾット
Sirloin U.S.A. CAB ......................................... 200g 4500 / 300g 6200
サーロイン CAB アメリカ
Filet mignon U.S.A. CAB ................................. 150g 5900 / 250g 9000
フィレ CAB  アメリカ
Lamb chops, grain fed, Australia ..........................................  3ea 4200
ラムチョップ 穀物飼育 オーストラリア

S IDE

Smoked smashed potatoes with parmesan cheese, butter and parsley .. 1000
スモークスマッシュポテトとパルメザンチーズ
Garlic mashed potatoes ........................................................... 1000
ガーリックマッシュポテト
Parmesan waffle fries with garlic and paprika dolce........................ 1000
ワッフルフライ パルメザンとパプリカドルチェ
Fried cauliflower with white miso aioli and nori furikake ................ 1200
カリフラワーのフライと西京味噌アイオリ
Grilled spring onions with lemon yogurt sauce and toasted walnuts ... 1400
分葱のグリル ウォールナッツとレモンヨーグルトソース
Fresh spinach sauteed with ginger .............................................. 1200
ほうれん草と生姜のソテー 

Pan-fried Brussels sprouts with kim chee and bacon ....................... 1500
芽キャベツ キムチとベーコンのソテー

B R U N C H  S E L E C T I O N S

All brunch plates served with fresh seasonal fruit and choice of coffee, espresso, café latte, cappucino or tea.
ブランチセレクションにはフルーツボウルとコーヒー、エスプレッソ、カフェラテ、カプチーノ又は紅茶がつきます。

Homemade muffin or danish +300ea   焼き立て自家製マフィン又はデニッシュ +300ea

Jumbo lump blue crab cakes and poached eggs benedict style on toasted English muffin with lemon cream sauce....... 3200
ブルークラブケーキのエッグベネディクト レモンクリームソース 自家製イングリッシュマフィン
Smoked Tasmanian salmon and poached egg on N.Y rye toast with horseradish sour cream and micro greens.... 3000
自家製スモークタスマニアンサーモンとポーチドエッグのオープンサンド 西洋山葵クリーム
Today's three egg omelet, fillings change weekly.................................................................................. 2900
本日のスペシャルオムレツ
Lemon poppy seed pancakes with honey rosemary butter ...................................................................... 2500
レモンポピーシードパンケーキ ハニーローズマリーバター
Monte Cristo brioche sandwich with ham, Gouda cheese and homemade fruit jam .....................................3000
ハムとゴーダチーズのモンテクリスト 自家製フルーツジャム

Above served with choice of bacon, sausage or Portuguese sausage. 
上記のアイテムにはベーコン、ソーセージ又はポルトガルソーセージが付きます。

Kim chee fried rice with two fried eggs and Portuguese sausage.............................................................. 2500
コリアンフライドライス フライドエッグとポルトガルソーセージ
Quinoa, sweet potato, avocado and tofu hash with fried egg and duka spice ............................................... 2200
キヌアと豆腐 フライドエッグのベジタブルボウル
Mexican huevos rancheros, two fried eggs over corn tortillas with cheese, 
black beans, green rice, avocado and chorizo  ........................................................................................3000
コーントルティーヤとチーズの “ウェボス・ランチェロス” ブラックビーンズ グリーンライスとチョリソ
Grilled sirloin steak and two fried eggs with sauteed kale, mushrooms and garlic .......................................4200
“ステーキ＆エッグ” サーロインステーキとフライドエッグ ケールとマッシュルームのソテー

We serve cage free, hormone and antibiotic free eggs. 
タマゴは自然卵を使用しています。


