オールデイブレックファスト ALL DAY BREAKFAST
LIGHT & FRESH

SWEET TREATS
$7

・トロピカルフルーツサラダ
TROPICAL FRUIT SALAD (gf/v/vg)
ヨーグルト +$2 Yogurt】

・ハニーヨーグルトカップ
HONEY YOGHURT CUPS (gf/v)

$6.5

・チアボウル CHIA BOWL (v/vg) (gf) 対応可

$7.5

マンゴー、ベリーまたはミュズリ Mango / Berry / Muesli
ココナッツミルクに浸したチアシードと自家製のマンゴー
とベリーのソース、グラノーラとバナナをトッピング。

・アサイーボウル ACAI BOWL (v/vg/df) (gf) 対応可$13
アマゾンオリジナルのアサイーにグラノーラとバナナ、
フローズンベリーとココナッツをトッピング。

-チョコレート Chocolate…
自家製のチョコレートソース

$16

-バナナ Banana…
$17
バナナフライ、いちご、メープルシロップ
とフレッシュクリーム
・フレンチトースト FRENCH TOAST (v)

$15

カリカリな黄金色に焼き上げたフレンチトーストをメ
ープルシロップとフレッシュフルーツと共にご提供し
ます。

キッズブレッキーKIDS BREKKY

$18.5

ローストしたかぼちゃ、ほうれん草、パプリカ、トマト、
マッシュルームを重ねて、自家製のバジルペスト、イタリ
アンブレッドのトーストと共にご提供します。

A LITTLE EXTRA +$3
ほうれん草Spinach / アボカドAvocado / ハッシュ
ポテト Hash Browns /マッシュルーム Mushrooms /
トマト Tomato /フルーツサラダ Fruit Salad
ベーコンBacon / ソーセージ Chipolatas / パンプキ
ンブレッド Pumpkin bread ($2)

・エッグ オン トースト EGGS ON TOAST

・オムレツ OMELETTES

$11

スクランブルエッグ、目玉焼き、ポーチドエッグのいず
れかをイタリアンブレッドとトマトと共にご提供します。
Scrambled, fried or poached with Italian bread & tomato

・ブレッキーラップ BREKKY WRAP

$14

ほうれん草とチーズを入りのスクランブルエッグをトルテ
ィーヤで包んでグリルで焼き、自家製のスパイシーマヨソ
ースと共にご提供します。【追加 ベーコン +$3】
Add Bacon + $ 3

・エスプレッソEspresso /マキアート
Macchiato /ピッコロ Piccolo

ふわふわのスクランブルエッグをイタリアンブレ
ット、ハッシュポテト、ソーセージと共にご提供
します。

$14

EGGS

●ホットドリンク HOT

$10

地元で採れたクリーミーなアボカドとフェタチーズ、トマ
トをパンプキンブレッドと共に提供します。

・ベジステーカー VEGGIE STAKER (gf/v/vg)

PLEASE ORDER AT THE COUNTER
ご注文は店内のカウンターにてお願い致します。

$6

ホワイトブレッド、全粒粉ブレッド、イタリアンブレッ
ド、レーズンブレッド、グルテンフリーブレッドからお選
びください。バターとジャムと共にご提供します。
WHITE, WHOLEMEAL, ITALIAN BREAD, RAISIN OR
GLUTEN FREE… SERVED WITH BUTTER AND JAM

・アボ＆フェタスマッシュ
AVO AND FETA SMASH (gf/v)(vg) 対応可

$15

$20

-マッシュルーム、ほうれん草とブレンドチーズ
- Mushroom, Spinach and blended cheeses
-ハム、トマトとブレンドチーズ
- Ham, tomato and blended cheeses
【追加：ベーコン、マッシュルーム、ほうれん草、
トマト 各$1.50】
(bacon, mushrooms, spinach, tomato…)

・エッグベネディクト EGGS BENNY

$21

イタリアンブレッド、ポーチドエッグ、ベーコン、ほ
うれん草を自家製の伝統的なおらんでーソースと共に
ご提供します。【スモークサーモンに変更 +$3】
….With Smoked Salmon +3

・ウォーターフロントブレッキー
WATERFRONT BREKKY

$22

お好みの卵、クリスピーベーコン、ソーセージ、マッ
シュルーム、トマト、ハッシュポテト、イタリアンブ
レッドのワンプレート。
スクランブルエッグ、目玉焼き、ポーチドエッグのい
ずれかをお選びください。

COFFEE AND BEVERAGES

・トースト TOAST (v)

-クラシック Classic…
メープルシロップとフレッシュクリーム

各$3.8

各$4
・ロングブラック（ブラックコーヒー）
Long Black / フラットホワイト Flat White / ラテ
Latte /カプチーノ Cappuccino / ホットチョコレ
ート Hot Chocolate
・チャイラテChai Latte /モカ Mocha

各$4.5

・紅茶、ハーブティー Tea
各$4
イングリッシュブレックファストEnglish Breakfast / アールグレイEarl Grey /緑茶 Green /ペパー
ミント Peppermint /レモン＆ジンジャー Lemon
& Ginger /カモミール Chamomile

●コールドドリンク COLD

$6

・アイスコーヒー（クリーム、
アイスクリーム入り）Iced Coffee
(cold coffee with cream & ice cream)

$5
・アイスロングブラック（アイスブラック
コーヒー）Iced long black (cold coffee with ice)
・アイスラテ（アイスコーヒーミルク入り）
Iced Latte (cold coffee, milk & ice)

●ミルクシェイク MILKSHAKES

$5

各$6.5

チョコレートChocolate /バニラ Vanilla /いちご
Strawberry /バナナBanana /キャラメル Caramel

●スムージー SMOOTHIES

コーヒー等

【追加

・パンケーキ PANCAKES (v)

各$ 7.5

(フローズンフルーツ、アイスクリーム、ミルク、ジュース)

マンゴーMango /パイナップル Pineapple /ベリ
ー Berry /ミックスフルーツ Fruit Salad /バナナ
Banana

●チラーズ CHILLERS

各$7

(フローズンフルーツ、ジュース)

マンゴーMango /パイナップル Pineapple /
ベリー Berry /ミックスフルーツ Fruit Salad

JUICES AND OTHER BEVERAGES

その他ジュース、炭酸飲料等は店内の冷蔵庫にご
用意しております。
ASSORTED JUICES AND SOFT DRINKS
AVAILABLE IN DISPLAY FRIDGES

アレルギー等でリクエストがある場合は、お気軽にお知らせください。 Please let us know of any allergies and dietary requirements. ベジタリアンやグルテンフリーの対応可 Vg and Gf options available
Definitions: GF= グルテンフリー Gluten Free V= ベジタリアン Vegetarian VG= ビーガン Vegan
DF= デイリーフリー Dairy Free ****祝日は10%のサーチャージを頂戴いたします。****Public Holidays incur a 10 % Surcharge

ランチメニュー LUNCH
軽食メニュー

パスタ＆リゾット
・ペンネポモドーロ PENNE POMODORO

$8.5

・ブルスケッタ BRUSCHETTA (v/vg)

ショートパスタをトマトソース、にんにく、
モッツァレラチーズ、バジルで仕上げたパスタ。

フレッシュなトマトとバジルをオリーブオイルで和えて、
イタリアンブレッドの上に乗せてご提供します。

・フライドポテト (ケチャップ付)
FRIES (v/vg/df)

small
large

・スパゲッティートンノSPAGHETTI TONNO

$5
$8

スパゲッティーをトマトソース、ツナ、
オリーブをチリでピリ辛に仕上げたパスタ。

・さつまいものフライドポテト (スパイシーマヨ付)
SWEET POTATO CHIPS (v/vg/df)
small $6
large $9

・ペンネボスキオーラ PENNE BOSCAIOLA

・スパゲッティーマリナーラ
SPAGHETTI MARINARA

(v) スパイシーマヨとサテーソースを添えてご提供します。

フリルレタス、トマト、きゅうり、ラディッシュを自家製
ソースでご提供します。

・パンプキンと松の実のリゾット
PUMPKIN & PINE NUT RISOTTO
ローストしたかぼちゃとフェタチーズ、松の実を
トマトクリームソースで仕上げたリゾット。

シーフード
・フィッシュ＆チップス FISH AND CHIPS

$22

地元の白身魚をフリットまたはグリルして、
ハウスサラダとフライドポテトと共にご提供します。

・イカのBBQ ケイジャン仕立て
BBQ CAJUN CALAMARI

$21

ケイジャン風に味付けをしてグリルしたイカをアボカドサ
ルサとトーストしたピタパンと共にご提供します。

・シーフードバスケット SEAFOOD BASKET

$25

エビ・イカ・白身魚のフリットをフライドポテトとハウス
サラダと共にご提供します。

クロワッサン JUMBO CROISSANTS

スパゲッティーをイカ、エビ、ムール貝、
白身魚と共にトマトソースで仕上げたパスタ。

$6.5

・ハウスサラダ HOUSE SALAD (v/vg/gf)

GRAB & GO!

ショートパスタをクリームソース、ベーコン、
マッシュルームで仕上げたパスタ。

$12

・根菜のフライ TEMPURA ROOT VEGETABLES

サラダ
・クラシックシーザー CLASSIC CEASAR(v)

$17

ロメインレタスをクリーミーな自家製シーザードレッ
シングで和え、クリスピーベーコン、ポーチドエッグ
（半熟卵）と共にご提供します。
【ケイジャンチキン追加 +$3】

$20

・かぼちゃとフェタチーズのサラダ (v/gf)
PUMPKIN AND FETA

フリルレタスの上にローストしたかぼちゃとフェタチー
ズを乗せ、自家製ドレッシングと共にご提供します。

・フィッシュ＆チップス FISH AND CHIPS│・チーズバーガー＆フライドポテト CHEESEBURGER & CHIPS│
・イカフライ＆フライドポテト CALAMARI AND CHIPS│・スパゲッティーポモドーロ SPAGHETTI POMODORO

グルメバーガーとホットサンドウィッチ

すべてのメニューにカゴに入ったフライドポテトが付きます。【さつまいものフライドポテトに変更可 +$2】

$19

手作りのビーフパテ、目玉焼き、オニオンリングフライ、
トマト、レタスを自家製ソースで仕上げたハンバーガー。

$5
$6
$8.5

・プレーンクロワッサン Plain
・クロワッサン バター＆ジャム Butter and Jam
・ハムとチーズのホットクロワッサンサンド
Warm Ham and Cheese
・ベーコンと卵のホットクロワッサンサンド

Bacon & Egg

【チーズ追加 +$1.5】 add cheese
・チョコレートクロワッサン Pain au Chocolate

$9
+$1.5
$5.5
$7.5

サンドウィッチ SANDWICHES
カスタマイズオーダー
・トースト＋$● - TOASTED
・全粒粉のパンに変更 ＋$●- WHOLEMEAL BREAD
・グルテンフリーパンプキンブレッドに変更
＋$1.5- GLUTEN FREE PUMPKIN BREAD
・ベーコン、目玉焼き - BACON & EGG
・ハム、チーズ、トマト - HAM, CHEESE & TOMATO
・チキン、チーズ、サラダ- CHICKEN, CHEESE & SALAD
・マヨネーズエッグ、レタス- EGG, LETTUCE & MAYO

フォッカッチャ TOASTED FOCCACIAS

お子様メニュー KIDS KORNER $12

・ワーフバーガー WHARF BURGER

PLEASE ORDER AT THE COUNTER
ご注文は店内のカウンターにてお願い致します。

・チキンバーガー CHICKEN BURGER

$18

マリネしたチキンフィレのグリル、アボカド、レタス、
トマトをマヨネーズで仕上げたチキンバーガー。

$17

・ステーキサンドウィッチ
STEAK SANDWICH

リブステーキとオニオンリング、チーズ、レタス、
トマトを自家製ソースで仕上げたホットサン
ドウィッチ。

・BLTホットサンドウィッチ

BLT

クリスピーに仕上げたベーコンとレタス、
トマトを挟んだ、3層のホットサンド。
【チキン追加 +$3】

$17

・ベーコン＆エッグフォッカッチャ
Bacon & Egg Roll
・ハム、チーズ、トマトフォッカッチャ
Leg Ham, Cheese & Tomato

$10

・チキンフォッカッチャ（チキン、チーズ、
アボカド、トマト、レタスとマヨネーズ）
Chicken, cheese, avocado, tomato, lettuce and mayo

$12

・スモークサーモンフォッカッチャ（スモークサ
ーモン、ブリーチーズ、ケッパー、オニオン、レタス）
Smoked Salmon, brie, capers, Spanish onion & lettuce

$13

・ベジフォッカッチャ（ローストパンプキン、

$10

パプリカ、レタス、チーズ）

$10

Veggie, roasted pumpkin, capsicum, lettuce & cheese

【追加：アボカド- Avocado-、チーズ-Cheese-、オニオ
ン-Onion-、レタス-Lettuce- 各種 +$1】
ケーキ＆ブレッド CAKES & BREADS

・自家製マフィン(ブルーベリーまたはチョコ）
Muffins - blueberry or chocolate
・自家製バナナブレッド Banana bread

$4.50
$5

【追加トースト、マスカルポーネ +$2】…toasted with mascarpone

・ハニー＆デーツブレッド Honey and Date bread (gf)
・塩キャラメルブラウニー Salted caramel Brownie (gf)
・レッドベルベット ラミントン Red Velvet Lamington
・本日のデザート Dessert of the Day

Please let us know of any allergies and dietary requirements. Vg and Gf options available 如果你有任何忌口，请提前告诉我们 我们提供 素食/无麦麸
Definitions: GF=Gluten Free 无麦麸 V=Vegetarian 素食 VG=Vegan 极度素食主义 DF=Dairy Free 无乳制品 ****Public Holidays incur a 10 % Surcharge 公共假日收取10%服务费

$6
$6.5
$6
$6

