LUNCH
FROM 11AM
APÉRITIF

BILLS CLASSICS

white peach bellini 1100

ricotta hotcakes, fresh banana
and honeycomb butter 1500

bills spiced bloody mary 1100
glass champagne 1600

SMALL PLATES
raw vegetables and miso dip 1200
crisp fried chicken, butter lettuce,
spring onion and sesame gochujang 1320

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

SANDWICHES, BURGERS

sweet corn fritters, roast tomato,
spinach, bacon and avocado salsa 1700

pan-toasted mozzarella sandwich 1420

sides

jasmine tea smoked salmon, pink grapefruit,
sumac yoghurt and dill, sourdough crisp 1520

avocado ∧ fresh tomato 320

shrimp burger, jalapeño mayo,
shaved radish salad and sesame gochujang 2000
yoghurt-marinated chicken burger, green harissa,
dukka, mint and kohlrabi slaw 1900
wagyu burger, grilled swiss,
pickled green chilli, herb mayo and rocket 2200
steak sandwich, grilled oyster mushrooms,
watercress and tarragon dressing 2200

roast tomato ∧ herbed garlic mushrooms 350
haloumi ∧ bacon 400
our gravlax ∧ pork and fennel sausage 420

PLATES
yellow fish curry,
spiced butternut squash, roast peanuts,
brown rice and cucumber relish 1700
roast snapper, buckwheat tabbouleh, green
harissa, kohlrabi and red onion salad 2200

BOWLS, GRAINS

parmesan crumbed chicken schnitzel,
creamed potato and fennel slaw 1800

braised white beans, grilled greens
and sourdough crumb 1420

tamarind pork, cold rice noodles,
pickles and noac cham 2300

tomato risotto, vine tomato,
pea and asparagus pesto 1620

sides

linguine, wild greens, spinach and lemon 1520
tomato and fennel rigatoni, spinach
and paprika crumb 1620
prawn and chilli linguine,
garlic and rocket 1580
soft shell crab, chorizo and kim chi
fried rice, poached egg 1800

SALADS
chopped salad - green beans, courgette,
cabbage, crunchy chickpeas, beetroot
and citrus sesame dressing 1420
+ avocado or bacon 320
+ haloumi or grilled chicken or our gravlax 350
jasmine tea smoked salmon, sprouts,
kefir yoghurt and dill pickles 1600
poached chicken, apple, watercress
and avocado salad 1600

green salad - rocket, watercress, butter
lettuce and citrus sesame dressing 880
carrot salad - lemon yoghurt,
green harissa, dukka and coriander 850
greens, fried garlic and chilli 850
herbed french fries 550

SWEETS
bills daily bakery
cakes 420 / biscuits ea 200 / scones 530
almond milk chia seed pot, berries,
pomegranate and coconut yoghurt 1100
brown sugar pavlova,
strawberries and rosewater cream 1100
chocolate miso cremeaux, raspberries
and peanut honeycomb 1100
french toast, seasonal fruit, pistachios
and greek yoghurt 1500

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

LUNCH
FROM 11AM
APÉRITIF

BILLS CLASSICS

クラシックベリーニ 1100

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

スパイシーブラッディマリー 1100
グラスシャンパン 1600

SMALL PLATES
シーズナルベジタブル & 'miso' ディップ 1200
bills フライドチキン w/ グリーンズ、
'korean' ソース 1320

SANDWICHES, BURGERS

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
スクランブルエッグ&トースト - フリーレンジエッグ 1450
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
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

モッツァレラとセージのホットサンドイッチ 1420

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

ジャスミンティースモークサーモン、
ディル、
グリークヨーグルトのオープンサンド 1520

sides

シュリンプバーガー w/ ハラペーニョマヨネーズ、
ラディッシュ、
コチュジャンソース 2000
グリルドチキンバーガー w/ グリーンハリッサ、
タヒニヨーグルト、
コールラビ＆ミントスロー 1900
和牛チーズバーガー w/ ハーブマヨネーズ、
グリーンチリピクルス、
フレンチフライ 2200
ステーキサンドイッチ w/ マッシュルーム、
クレソン、
タラゴンドレッシング 2200

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 / フェンネルソーセージ 420

PLATES
イエローフィッシュカレー w/ バターナットパンプキン、
ローストピーナッツ、
ブラウンライス、
キュウリのレリッシュ 1700
鯛のロースト、
グリーンソース w/ そばの実、
タブーリ、
赤タマネギのサラダ 2200

BOWLS, GRAINS
グリルドベジタブル＆白いんげん豆のブレゼ
w/ サワドゥークラム 1420
トマトリゾット w/ アスパラガスのピストー、
ペコリーノチーズ 1620
トマト、
フェンネル、
ズッキーニのリガトーニ
w/ ほうれん草、
パプリカクラム、
パルメジャーノ 1620
エビ、
チリ、
ルッコラのリングイーネ 1580
グリーンベジタブルリングイーネ
w/ レモンゼスト、
パルメジャーノ 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

SALADS
チョップサラダ - グリーンビーンズ、
ズッキーニ、
ヒヨコ豆、
ビーツ、
セサミドレッシング 1420
+ アボカド / ベーコン 320
+ ハロウミチーズ / グリルドチキン 350
+ グラブラックスサーモン 350
ジャスミンティースモークサーモン
w/ ケフィアヨーグルト 1600
ココナッツポーチドチキンサラダ
w/ りんご、
クレソン、
アボカド 1600

パルメザンチキンシュニッツェル
w/ クリームポテト、
フェンネルスロー 1800
ポークブレゼ&ライスヌードル w/ タマリンドソース、
ピーナッツ、
コリアンダー、
ヌクチャム 2300
sides
グリーンサラダ – ルッコラ、
クレソン、
バターレタス、
シトラスセサミドレッシング 880
キャロットサラダ w/ グリーンハリッサ、
レモンヨーグルト、
コリアンダー、
デュカ 850
グリーンベジタブルのグリル w/ チリ、
ガーリックオイル 850
ハーブフレンチフライ 550

SWEETS
本日のベーカリー
ケーキ 420 / ホールケーキ 500 / ビスケット 200
/ スコーン 530
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
パブロバ w/ 苺、
ローズウォータークリーム 1100
チョコレートムース w/ ラズベリー、
レモンジュース、
ピーナッツ＆ハニーコーム 1100
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

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

