BREAKFAST
UNTIL 11AM
FRUITS, GRAINS

BILLS CLASSICS

seasonal fruit bowl,
greek yoghurt and lsa 1200

ricotta hotcakes, fresh banana
and honeycomb butter 1500

bills vegan granola, coconut
yoghurt and fruit compote 1200

toasted sourdough, avocado,
lime and coriander 1320
+ poached egg 200

bircher muesli,
apples and dates 1100
almond milk chia seed pot,
berries, pomegranate
and coconut yoghurt 1100

BAKERY
daily breakfast scones 530
toasted coconut bread
sml 530 reg 850
toast, marmalade, vegemite,
jam, honey or almond butter 1000
pan-toasted mozzarella
and sage sandwich 1420
scrambled egg roll, our gravlax
and sour cream 1420

free-range scrambled eggs
and toast 1450
fresh aussie
our gravlax, poached eggs,
steamed greens, avocado
and cherry tomatoes 1700
full aussie
free-range scrambled eggs,
toast, bacon, roast tomato,
herbed garlic mushrooms,
pork and fennel sausage 2200
sweet corn fritters,
roast tomato, spinach,
bacon and avocado salsa 1700
sides
avocado ∧ fresh tomato 320
roast tomato 350
herbed garlic mushrooms 350
haloumi ∧ bacon 400
our gravlax 420

PLATES
breakfast salad
quinoa and buckwheat, raw
vegetables, pumpkin seeds
and citrus dressing 1520

pork and fennel sausage 420
breakfast radish, tomato
and grapefruit salad 850

french toast, seasonal fruit,
pistachios and greek yoghurt 1500
buckwheat bowl, kefir, avocado,
sunflower seeds, poached egg
and harissa 1520
soft shell crab, chorizo and kim chi
fried rice, poached egg 1800

8% sales tax will be added to total bill
Please inform your server of any food allergies
billsjapan.com

BREAKFAST
UNTIL 11AM
FRUITS, GRAINS

BILLS CLASSICS

フルーツボウル
w/ グリークヨーグルト、
LSA 1200

リコッタパンケーキ w/ フレッシュバナナ､
ハニーコームバター 1500

自家製グラノーラ
w/ ココナッツヨーグルト、
フルーツコンポート 1200

アボカド、
ライム、
コリアンダーのオープンサンドイッチ 1320
+ add ポーチドエッグ 200

バーチャミューズリー
w/ りんご、
デーツ 1100

スクランブルエッグ&トースト フリーレンジエッグ 1450

アーモンドチアポット w/ ザクロ&ベリー、
ココナッツヨーグルト 1100

フレッシュオージーブレックファスト
– グラブラックスサーモン､ポーチドエッグ、
グリーンズ、アボカド､チェリートマトサルサ 1700

本日のブレックファストスコーン 530

フルオージーブレックファスト スクランブルエッグ、
トースト、
ベーコン、
ローストトマト、
フェンネルソーセージ、
ガーリックマッシュルーム 2200

自家製ココナッツブレッド
sml 530 reg 850

スイートコーンフリッター w/ ローストトマト、
ベーコン、
アボカドサルサ 1700

BAKERY

トースト w/ マーマレード、
ベジマイト､ジャム、
ハニー、
アーモンドバター 1000
モッツァレラとセージの
ホットサンドイッチ 1420
スクランブルエッグロール w/ グラブラックス、
サワークリーム 1420

sides
アボカド / フレッシュトマト 320
ローストトマト / ガーリックマッシュルーム 350
ハロウミチーズ / ベーコン 400
自家製グラブラックスサーモン 420
フェンネルソーセージ 420
ラディッシュ、
チェリートマト、
グレープフルーツのサラダ 850

PLATES
ブレックファーストサラダ – そばの実、
ローベジタブル、
キヌア、
パンプキンシード、
シトラスドレッシング 1520
フレンチトースト w/ 季節のフルーツ、
グリークヨーグルト 1500
ポーチドエッグ、
そばの実、
ビーツ、
アボカドのサラダ w/ ハリッサ、
ケフィアヨーグルト 1520
ソフトシェルクラブ、
チョリソー、
キムチのフライドライス
w/ ポーチドエッグ 1800

当店の価格はすべて税抜価格です。
消費税分は別途精算させていただきます。
食物アレルギーをお持ちの方はスタッフにお申し付けください。
billsjapan.com

