Waffles
(Served with soup, salad/スープ,サラダ付)

Sandwiches & Wrapsサンドもラップ
(Served with soup, salad & fries
スープ,サラダとフライドポテト付)

Southern Fried Catfish Sandwich
サーザンフライドキャットフィッシュ ¥1300
Pull Pork Sandwich

Salads (Served with soup)
Caesar Salad （grilled／blackened) ¥1100
シーザーサラダグリル又ブラッケンチキン

Chicken & Waffle ¥1300
チキン&ワッフル
Hot Chicken & Waffle ¥1400
ホットチキン&ワッフル
Buffalo Chicken & Waffle ¥1400
バファローチキン&ワッフル

Steak & Cheese Sandwich

(veg) Apple Nut Salad with a Maple
Balsamic Vinaigrette
アップルナツサラダ ¥1100

ステキ&チーズ ¥1400

(veg) praline beet salad ¥1200

hot chicken sandwich

プレラインビッツサラダ

Hot Ultimate Chicken & Waffle
¥1700
ホット究極チキン&ワッフル

chili & cheese taco rice salad
(tofu or beef) ¥1200

Pull Pork Waffle ¥1400
プルドポーク&ワッフル

プルドポークサンド¥1200

ホットチキンサンド

¥1300

(veg) hot tofu sandwich ¥1200
ホット豆腐サンド

bbq pulled chicken Sandwich ¥1200

バーベキュープルドチキンサンド

チリ＆チーズタコライスサラダ（豆腐又ビーフ）

gumbo lunch plate ¥1380
シーフードガンボプレート

(veg) BBQ pulled mushroom sandwich
バーベキュープルドマッシュルーム￥1300
(veg) Buffalo blue tofu caesar wrap
バファローブルー豆腐シーサーラップ¥1300
Blackened Chicken Caesar Wrap
ブラッケンチキンシーザーラップ ¥1300
Buffalo or hot Chicken Wrap

Creole Jambalaya ¥1580
クレオールジャンバラヤ
Lunch Course/コース ランチ
bbq spare ribs ¥2200, catfish ¥2000,
country fried chicken ¥2200
Served with soup, Salad, Side & Drink
スープ /サラダ/サイド/ドリンク付

バファロー又ホットチキンラップ ¥1400
fried Chicken Wrap/
フライドチキンラップ ¥1300

sides: ¥480
mash potatoes/green beans/fries/fried okra/
honey carrots/black eyed peas/red beans &
rice(+¥100)

lunch coffee ¥100

Ultimate Chicken & Waffle ¥1600
究極チキン&ワッフル

(veg) tofu & waffle ¥1200
(Buffalo or Hot) ¥1300 豆腐&ワッフル
Fried Catfish & Waffle ¥1500
キャットフィッシュ&ワッフル
Blackened Salmon & Waffle ¥1400
ブラッケンサーモン&ワッフル
Steak & Cheese waffle
ステキ&チーズ ワッフル¥1600
country fried chicken and gravy
￥1700
カントリーフライドチキン＆
グレイビーワッフル
Dessert Waffle ¥1100
Topped with ice cream, Carmel sauce,
Chocolate sauce & Pecan Pralines
デザート系ワッフル
アイスクリーム と チョコレートワッフル

Mac & Cheese\ マク&チーズ ¥400

Regular Course: ¥4,000
+tax per person

Family Style Course Menus
(For parties of 2 or more)

Black Eye Pea Hummus

ブラックアイピーハマス

ブラックアイピーハマス

Thai Chili fries

Thai Chili fries

タイチリフライドポテト

タイチリフライドポテト

apple nut Salad

apple nut Salad

アップルナッツサラダ

アップルナッツサラダ

Chicken & waffle

Tofu & Waffle/豆腐&ワッフル

チキン＆ワッフル

ブラッチンキンケシーサーサラダ
Gumbo/ ガンボ
Jambalaya/ ジャンバラヤ
Catfish bites
キャットフィッシュバイツ
Mac & Cheese/マク&チーズ

Mac & Cheese/マク&チーズ

エトウフィ又ジャンバラヤ

Vegetarian Hoppin’ John or
mushroom & grits/ベジテリアン

Catfish bites

ホッピン’ジョン又キノコ＆グリツ

BBQ Spares /リブズ

Blackened Chicken Caesar
Salad

low country boil

Etoufee or Jambalaya/

キャットフィッシュバイツ

+tax per person

Vegetarian Course: ¥4,000
+tax per person

Black Eye Pea Hummus

Cajun Course: ¥5,000

Tofu Bites Choose from
(Plain/BBQ/Buffalo)/豆腐バイツ 選
ぶソース：プレーン／バーベキュー／バ

Mac & cheese/マク&チーズ

ファロー

dessert of the day

Custom Courses also available！

カストムコースもできます。

BBQ Spare Ribs /リブズ
Dessert of the day
当日のデザート

drink course available
飲み放題コース有る
soft drink ¥1500
alcohol ¥2500〜

