
EGGHEAD
SPECIAL
 
*Porky Bao (2pc) - $ 6.95
台湾風角煮まん

*Porky Bowl 台湾風角煮丼 - $ 8.50
*Green Onion Pancake - $5.50
  台湾風ネギパンケーキ
 (追加:ベーコン$2.50 チーズ$1)

*Fried Pork Chop plate - $12
 豚の骨付きロース肉フライドプレート 
*LiHingMui Sweet potato Fries - $ 5.25
梅味パウダーサツマイモポテトフライ

   

OMELETTES

Shrimp & Bacon --- $ 13.95
(エビ & ベーコン オムレツ)

ブラックタイガー海老, カリカリベーコン,セロリ,
タマネギ, トマト,ペッパージャックチーズ, 

オランデーズソース

Pork Belly --- $ 11.50  
(ポークベリーオムレツ) 角煮、野菜ピクルス、

ピーマン、タマネギ、スイスチーズ

Crab  --- $ 15.95
(カニオムレツ) カニ,タマネギ,ほうれん草,

ピーマン, スイスチーズ, オランデーズソース

Veggietopia --- $ 11.50
(ベジトピアオムレツ)

揚げ豆腐, しいたけ, ピーマン, タマネギ, ニンニク, 
ほうれん草, スイスチーズ, あら味噌＆胡麻ソース

California  --- $ 11.50
(カリフォルニアオムレツ) アボカド, ベーコン, 
タマネギ, ピーマン, サルサ, アメリカンチーズ

Popeye --- $ 10.50
(ポパイオムレツ) ほうれん草, キノコ, ニンニク, 

タマネギ, スイスチーズ, オランデーズソース

Chorizo --- $ 10.95
(チョリソオムレツ)

ピリ辛豚ひき肉、トマト、タマネギ、ピーマン、
ペッパージャックチーズ、サルサ、ヴェルデソース

BENEDICTS

Classic (クラシックベネディクト) $9.25 
カナディアン ベーコン

California (カリフォルニアベネディクト) $11.95 
アボカド, ベーコン, サルサ

Pork Belly (ポークベリーベネディクト) $12  
 角煮, 野菜ピクルス, スプラウト、揚げシャロット 

Crab Meat  (クラブミートベネディクト) $15.95 
カニの身, ほうれん草, ロメスコソース

Smoked Salmon (スモークサーモンベネディクト)
$ 14.95

 炙りスモークサーモン,  ディルケイパー クリーム チーズ

Mexican (メキシカン ベネディクト) $ 10.25
ピリ辛豚ひき肉, サワークリーム, ヴェルデソース

Veggie (ベジタリアン ベネディクト) $ 10.25 
ほうれん草、トマト、モッツァレラ チーズ

       

EGGY-BREAKKY

 “SWEET 
  FRENCH-TOAST”

サイドを２つお選びください： 
パルメジャンチーズガーリックトースト/ 

小麦のトースト/ライス /ミックスグリーンサラダ

2 Eggs Breakfast ２つの卵朝食 $ 10.50
卵の調理法をお知らせください。（スクランブル/
目玉焼き/ポーチドエッグ）以下から１つお選び
ください ベーコン/ チキン ソーセー ジ / 

                                                                             ポークリンクソーセージ/ ピリ辛豚ひき肉パティ 

PANCAKES

2 

SANDWICHES

Avo-Corn & eggs --- $ 11
（アボカド‐コーン&エッグ）

アボカドコーン、バジルアイオリソース、
スクランブルエッグ、

パルメジャンガーリックトースト

Pancake Sammie --- $ 10
パンケーキ二枚、ベーコン、

アメリカンチーズ、卵(お好きな調理法)、
メープルシロップ

Turkey Cranberry Havarti – $ 11
(七面鳥クランベリーハパティ)
ターキー、ハバティチーズ、

キャラメリゼオニオン、
クランベリーソース、

パルメジャンガーリックトースト

 Pesto Grilled Chicken – $ 12
(ペストグリルチキン)

焼いた鶏胸肉, ミックスグリーン, 
トマト, スイスチーズ, くるみペスト & 

バジルアイオリ, パルメザン ニンニクトースト

Lilikoi B.L.T – $ 10.50
(リリコイB.L.T) ベーコン、レタス、トマト、

スクランブルエッグ, マヨネーズ、
自家製リリコイドレッシング、フォカッチャ

Prosciutto Caprese – $ 12
(生ハムカプレーゼ)

生ハム、トマト、バジル、モッツアレラチーズ、
サンドライトマト、バジルアイオリソース、

フォカッチャ

Smoked Salmon – $ 12.95
(スモークサーモン)

スモークサーモン、トマト、ミックスグリーン、
赤たまねぎピクルス、

ディルケイパークリームチーズ、フォカッチャ

サイドを１つお選びください：
ミックスグリーンサラダ/ 

ポテトフライ /  サツマイモ フライ

SALAD
Caprese (カプレーゼ)-$11.95

生ハム, チェリートマト, バジル, 
モッツァレラチーズ & サンドライトマト

Chicken-Avocado (チキン-アボカド) - $13
鶏胸肉, アボカド, チェリートマト, 
ニンジン, キュウリ, スプラウト & 

自家製リリコイドレッシング

    Tofu ( 豆腐)– $ 10.50
揚げ豆腐、スプラウト、チェリートマト、

ニンジン、黒ゴマ ＆ 胡麻ドレッシング

Acai Bowl - $10
アサイ, バナナ, ブルーベリー, 

苺, グラノーラ, はちみつ

EGGHEAD
Breakfast & Love{愛. 蛋頭.}

EXTRA
STUFF

LiHingMui Powder 
(梅味パウダー)
- $ 0.50

One Egg (卵1個)
--- $ 1.50

Extra (Hollandaise, 
Salsa, Verde)  
(オランデーズソース、
サルサ, ヴェルデサルサ)
-- $ 0.50

One Slice Bread
(パン１枚) - $ 1.75
One scoop Rice-- $ 1.75
(ライス１スクープ) 

Mix Greens - $ 4.00
(ミックスグリーンサラダ)

Avocado(half)- $ 3.00
アボカド (半分)

Portuguese 
Sausage (4 pcs)
ポルトガル ソーセージ 
(４本)  --- $ 3.00
Bacon/Chicken 
Sausage/Pork
Link Sausage
(3 pcs)  
(ベーコン/
チキン ソーセージ/
ポークリンクソーセージ 
(３本)--- $ 4.00
Sweet Potato 
Fries / Waffle Fries
(サツマイモ フライ / 
  ポテトフライ)
--- $ 4.75

臺
灣
味

QUINOA BOWL - $ 12
キノア, グリーンサラダ, サツマイモ,キュウリ,
チェリートマト, スプラウト, アボカド- コーン, 

ポーチドエッグ, 胡麻ドレッシング 

Chicken breast 鶏胸肉+ $4.00 
Smoked salmon スモークサーモン+ $4.50 

Huevos Rancheros(ウェボス・ランチェロス) 
$ 10.50  卵の調理法をお知らせください。
（スクランブル/目玉焼き/ポーチドエッグ),
ピリ辛豚ひき肉パティ, コーントルティーヤ, 
ヴェルデソース, サルサ, ペースト状の豆

  甘いパンで作った三枚のフレンチトースト。
お好みでトッピングをお選びいただけます。

Smile is Free

*eggwhite only  卵白のみ + $2.50

２枚のスライスしたフランスパンにそれぞれ
の具材、ポーチドエッグをのせ、その上にオ

ランデーズソースをかけています

生や弱肉の肉、鶏肉、魚介類、貝類、卵、または未滅菌乳を消費すると、食品媒介性疾患のリスクが増加する可能性があります。

サイドを１つお選びください：
パルメジャンチーズガーリックトースト/ 

小麦のトースト/ライス /ミックスグリーンサラダ

Fruit (フルーツ)
--- $ 5.00

サイドを１つお選びください：
パルメジャンチーズガーリックトースト/ 

小麦のトースト/ライス /ミックスグリーンサラダ

!

Pancake Sampler – $ 13.95
３枚のミニサイズパンケーキ。

お好きな種類を３つお選びください。

Classic Buttermilk  – $ 8
(クラシックバターミルク)

パウダーシュガー,
 バター & シロップ

             Strawberry Short Cake – $ 12
(イチゴショートケーキ)

      フレッシュストロベリーソース,
フレッシュストロベリー, & ホイップ クリーム

 Green Tea Azuki -- $13.95
(抹茶アズキ) 揚げ餅, あずき, 

アイスクリーム, 自家製抹茶ソース

S’mores (スモア) – $ 12.50
ガナッシュ、マシュマロ、

マシュマロソース、グラハムクラッカー

Chocolate Chips – $ 10.50
(チョコレートチップス)

ホワイト & ダークチョコレートチップ,
ココアパウダー

Banana  – $ 10.50
(バナナ) バナナ, クルミ,

 ホイップクリーム

Hawaiian  – $ 12.50 
(ハワイアン) ハワイアン紫芋, 

ココナッツ フレーク, & ハウピアソース

Tiramisu – $ 13.95
(ティラミス)

マスカルポーネクリーム, ココアパウダー, 
チョコレートフレーク & エスプレッソソース

Macadamia Nut  – $ 12.95
(マカダミアナッツ) 

マカダミアナッツ, ガナッシュ, ハウピアソース

  

add ice cream or ganache 
追加: アイスクリーム 又は ガナッシュ + $1.00

add fruits 追加: フルーツ + $ 3.00

Classic Cinnamon (クラシックシナモン) - $ 9

 Trio Berry (トリオベリー) – $ 12
ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリー、

ストロベリー＆ホイップクリーム

Choco Creme Brulee – $ 12
(チョコクリームブリュレ) 

ガナッシュ, キャラメルバナナ
& チョコレートフレーク

Peanut Butter  – $ 9.75
(ピーナッツバター揚げサンド)

   ピーナッツバター、コンデンスミルク、
ホイップクリーム、メープルシロップ

*SINGLE - Classic Buttermilk - $3.50
 バターミルクパンケーキ (一枚)
*SINGLE - flavor of Anykind - $6.00
お好きな種類のパンケーキ（一枚)
*Extra specialty sauce パンケーキソース 増量$0.50


