
FOOD MENU
ホワイトスフレパンケーキ

（はちみつ or メープル）

ホワイトスフレの生地がパワーアップして再登場！
白い卵と豆乳を使用した真っ白でヘルシーなパンケーキ。
ぷるぷるふわふわふわの食感を最大限に追求しました。
※メープルナッツバター付き

★国産フルーツ

★ティラミス

★クリームチーズとMIXベリー

★キャラメルソルトと紅茶とフレッシュオレンジ

★竹炭ブラックとホワイトチョコソース

1,220 1,680

1,380

1,400

1,400

1,580

white souffle pancake

※内容はスタッフまで。
seasonal fruits

tiramisu

cream cheese & MIX berry

caramel salt & tea & fresh orange

black & white chocolate cream

（季節のフルーツ付き）（フライドポテト／ピクルス付き）

3種類のバンズから選べるカスタムバーガー！
ベースとなるハンバーガーに好きな具材をプラスして自分好みのオリジナルバーガーを作ろう！

自家製スコーンで作る
新食感のエッグベネディクト！

1,200

コーヒー、ティー... オレンジジュース、グレープフルーツジュース... ハンドドリップコーヒー、カフェラテ、カフェオレ...

☆その他ドリンクのセットは-¥100になります。

250 300 350

カスタムバーガー
custom burger

how to order

1,200エッグベネディクト
eggs benedict

山麓卵を使用したアパレイユに
15時間浸したブリオッシュ

1,280フレンチトースト
french toast

こんなホットドッグ見たことない！
極太ソーセージを使用した
ビッグサイズのホットドッグ！

950オリジナルホットドッグ
hot dog

贅沢にブランド卵を使用した
厚焼きのふわふわタマゴサンド！

800プレミアムタマゴサンド
prem ium egg sandwich

1,000各サンドウィッチ

★ローストビーフとサラダマリネ ★ブリオッシュキッシュ

sand witch

roast beef & Marinated salad Brioche Quiche

季節の野菜を詰め込んだ
10品目のフレッシュジャーサラダ
※詳細はスタッフまで

900
600

ジャーサラダ 単品

SETmason jar salad

coffee or tea orange juice or grapefruit juice hand drip coffee  or  cafe latte or cafe au lait

b-s-s-cafe.com burnsidestcafe @ burnsidestcafe

or

好きなバンズを選ぶstep 1

2 トッピングを追加する

本日の
おすすめ
バンズ

プレーン
バンズ

・ピクルス
・アボカド
・キノコ
・エッグ

・チェダーチーズ
・モッツァレラチーズ
・ベーコン
・パイン 100/各+

パティ
レタス
オニオン
トマト

ベーストッピング

国産フルーツ ティラミス クリームチーズと
MIXベリー

キャラメルソルトと紅茶と
フレッシュオレンジ

竹炭ブラックと
ホワイトチョコソース

step



【レシピ】紫キャベツ、キャベツ、パプリカ、ブルーベリー、りんご
【効果】美肌、美髪、アンチエイジング、血行促進、眼精疲労

（氷は入っておりません。ご希望の方はスタッフまで）

※ソーダやジュースにもオススメです。チアシード追加

ハンドドリップコーヒー Today’s  コールドプレス
本日のシングルオリジンコーヒー フルーティー ビター

エスプレッソ

アイスコーヒー

カフェオレ

カフェラテ

カフェモカ

マシュマロラテ

クーベルチュールチョコミルク

ダージリン

アールグレイ

ロイヤルミルクティー

ソーダ各種（3種類）スタッフへお尋ねください。

コーラ

ジンジャーエール

サンペレグリノ

hand drip coffee

today’s Single origin coffee fruity bitter

( hot / ice )

( hot / ice )

( hot / ice )

( hot / ice )

( hot / ice )

( hot / ice )

( hot / ice )

( hot )

espresso

ice coffee

cafe au lait

cafe latte

cafe mocha

marshmallow latte

couverture chocolate m i lk

darjeeling

earl grey

royal m i lk tea

soda please ask our staff

cola

ginger ale

san pellegr ino

today’s cold pressed

chia seed

トマトジュース

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

ブラッドオレンジジュース

tomato ju ice

orange ju ice

grapefru it juice

blood orange juice

モカ

ブルーベリー

アップルマンゴーハニー

mocha

blueberry

apple mango honey

ヒューガルデン

レッドアイ

シャンディガフ

バーボンサワー

オリジナルホワイトルシアン

BSSCボトルをご利用いただくと単品ドリンク価格から-¥30になります。

hoegaarden

red eye

shandy gaff

bourbon sour

white russ ian

ジントニック

ジンバック

モヒート

Gin tonic

gin buck

moj ito（ラム ＋ ミント ＋ ソーダ）

（バーボン ＋ レモン ＋ ソーダ）

（コーヒーリキュール ＋ エスプレッソ ＋ 生クリーム ＋ 牛乳）

550

380

520

600

600

690

700

650

980

600

600

600

650

700

700

720

700

700

750

650

750

600

600

600

+100

680

680

600

630

530

530

550

330

アイスクリーム追加 ice cream 各種フロートにできます... +100yen

b-s-s-cafe.com burnsidestcafe @ burnsidestcafe


