
mini clam chowder                     
ミニ・クラムチャウダー単品
+¥300

boston clam chowder
キーズ特製！ボストン・クラムチャウダー

自家製ベーグル・スモークサーモン・ミニサラダ
赤玉葱・ケーパー・サワークリーム・レモン
HOMEMADE BAGLE, SMOKED SALMON, MINI SALAD,
RED ONION, CAPERS, SOUR CREAM, LEMON

¥1,100

salmon bagle sandwich
自家製ベーグルのスモークサーモン・サンド

bagle egg benedict
自家製ベーグルのエッグ・ベネディクト

quays mini pancakes
with caramel nut ricotta
季節のフルーツとキャラメルリコッタのパンケーキ

quays mini pancakes
with smoked salmon salad
スモークサーモンサラダのパンケーキ

fried chicken sandwich
ジューシー！フライドチキン・サンド

SHIBUICHI BAKERY MORNING PLATE
渋いちベーカリーのモーニング・ブレッドプレート

ボストンクラムチャウダー・バゲット
BOSTON CLAM CHOWDER, BAGUETTE

¥900

自家製ベーグルのエッグベネディクト
ミニサラダ
HOMEMADE BAGLE EGG BENEDICT,
MINI SALAD

¥1,200

フライドチキンサンドウィッチ
ミニサラダ・マチェドニア
FRIED CHICKEN SANDWICH,
MINI SALAD, MACEDONIA

¥1,100

自家製ミニパンケーキ8枚・レモン
サーモンサラダ・バジルソース
HOMEMADE MINI PANCAKES, LEMON,
SALMON SALAD, BASIL SAUCE

¥1,250

自家製ミニパンケーキ8枚・季節のフルーツ
キャラメルナッツリコッタ
HOMEMADE MINI PANCAKES, FRUITS,
CARAMEL NUT RICOTTA,

¥1,250

good morning!

All carefully cooked with Natural ingredients.  No Processed ingredients anywhere.  店内調理では自然由来の素材を使用し、化学的に精製されたものは使用しておりません。 

ICED COFFEE                             ¥500
アイスコーヒー
CAFE LATTE                                ¥500
カフェラテ [HOT or ICED] 

from hammerhead roastery
店舗併設の”ハンマーヘッド・ロースタリー”にて、毎朝焙煎さ
れるコーヒー豆は単一品種にこだわり、世界各国から集めま
した！焙煎された豆はオーダーごとにグラインドし、光サイ
フォンで一杯一杯丁寧に淹れます。たっぷり入るオリジナル
のマグカップでお楽しみください。

渋いちベーカリーのパン2種・あら太ソーセージ
フライドエッグ・ミニサラダ・マチェドニア
SHIBUICHI BAKERY BREAD, SAUSAGE,
FRIED EGG, MINI SALAD, MACEDONIA

¥1,200

grilled chicken salad
グリルチキンと15品目野菜のサラダ
自家製カッテージチーズとミックスナッツ
フルーツビネグレット・バゲット
HOMEMADE COTTAGE CHEESE & NUTS
WITH FRUIT VINAIGRETTE DRESSING

¥1,000

INDONESIA MANDHELING  ¥550
POLLUNG ALFINER                         
インドネシア マンデリン ポルン アルフィナー
しっかりとした苦味は厚みがあり持続するマウスフィール
重厚で香ばしさを出しながら独特の深みがエキゾチックで
マンデリンらしい一杯

from number eight distillery
店舗併設のナンバーエイト・ディステラリーではジンを手作
り！アーノルド・ホルスタイン社の蒸留機で蒸留される自家製
ジンは、蒸留所名にちなみ8種類のボタニカルを使用して作ら
れます。たっぷりのミントやアボカドの種など、レストランなら
ではの発想で仕上げたジンは朝の一杯にも最適！

#8 GIN & TONIC            ¥650
ナンバーエイト・ジントニック
ナンバーエイトジンの美味しさをストレートに
味わえる、シンプルなジントニック
NO.8 GIN, TONIC WATER & LIME

QUAYS SIG. TONIC       ¥800
キーズ・シグネチャートニック
蒸留責任者オススメ！ナンバーエイトジンに
よく合うメディタレーニアントニックで。
NO.8 GIN, MEDITERRANEAN TONIC, MINT & LEMON

from number nine brewery
常時5種類のビールを醸造する、店内併設のナンバーナイン・
ブリュワリーで造るクラフトビールはライトでドリンカブルな
味わいが特徴。一杯目はまずはここから！と言いたくなるビー
ルを揃えました。飲み疲れしないので、パイントグラスでもグ
ビグビと行けるクラフトビールは朝一にもぴったり！

QUAYS PILSNER          1/2 pint ¥650
キーズ・ピルスナー abv.4.1%      pint ¥1,300
ニューアメリカンの様に自由な発想で仕上げた
スッキリビール。麦酒の苦味が得意でない方にも
オススメのホップが優しく香る一杯 

ALL DAYS PALE ALE    1/2 pint ¥550
オールデイズ ペールエール abv.1.2% pint ¥1,100
1.2%のアルコール度数で他にはない超低アルコール。
ホップのフルーティーな香りが特徴で、お酒の弱い方にも
是非楽しんでいただきたい一杯

● 他にも各種コーヒー、取り揃えております ● 他にも各種カクテル、取り揃えております ● 他にも各種ビール、取り揃えております

¥200 OFF ON ANY DRINKS WHEN

ORDERING BREAKFAST!

お料理をご
注文の方は

初めの1杯
¥200 OF

F!

ASSAM CTC アッサムCTC          ¥500

ICED TEA アイスティー                ¥450

FRESH HERB TEA                    ¥600
フレッシュ・ハーブティー

ORANGE JUICE                                ¥450
フロリダ産 100%ストレートオレンジジュース
IZUTSU CONCORD GRAPE        ¥450
井筒コンコード 赤ぶどうジュース

COLD PRESS JUICE ¥800
キーズ・コールドプレスジュース
栄養満点！ケール・セロリ・キウイ
パイナップル・ピーチを搾りたての
コールドプレスで！

add grilled bacon                     
無添加ベーコンのグリル追加  +¥300
add fried egg                       
フライド・エッグ追加 +¥300

Morning fruits bowl
モーニング・フルーツボウル
赤いベリーと季節の果物をふんだんに
使ったフルーツボウル
ヨーグルトソース添え
¥900
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boston clam chowder
キーズ特製！ボストン・クラムチャウダー

自家製ベーグル・スモークサーモン・ミニサラダ
赤玉葱・ケーパー・サワークリーム・レモン
HOMEMADE BAGLE, SMOKED SALMON, MINI SALAD,
RED ONION, CAPERS, SOUR CREAM, LEMON

¥1,100

salmon bagle sandwich
自家製ベーグルのスモークサーモン・サンド

bagle egg benedict
自家製ベーグルのエッグ・ベネディクト

quays mini pancakes
with caramel nut ricotta
季節のフルーツとキャラメルリコッタのパンケーキ

quays mini pancakes
with smoked salmon salad
スモークサーモンサラダのパンケーキ

fried chicken sandwich
ジューシー！フライドチキン・サンド

SHIBUICHI BAKERY MORNING PLATE
渋いちベーカリーのモーニング・ブレッドプレート

ボストンクラムチャウダー・バゲット
BOSTON CLAM CHOWDER, BAGUETTE

¥900

自家製ベーグルのエッグベネディクト
ミニサラダ
HOMEMADE BAGLE EGG BENEDICT,
MINI SALAD

¥1,200

フライドチキンサンドウィッチ
ミニサラダ・マチェドニア
FRIED CHICKEN SANDWICH,
MINI SALAD, MACEDONIA

¥1,100

自家製ミニパンケーキ8枚・レモン
サーモンサラダ・バジルソース
HOMEMADE MINI PANCAKES, LEMON,
SALMON SALAD, BASIL SAUCE

¥1,300

自家製ミニパンケーキ8枚・季節のフルーツ
キャラメルナッツリコッタ
HOMEMADE MINI PANCAKES, FRUITS,
CARAMEL NUT RICOTTA,

¥1,300

All carefully cooked with Natural ingredients.  No Processed ingredients anywhere.  店内調理では自然由来の素材を使用し、化学的に精製されたものは使用しておりません。 

渋いちベーカリーのパン2種・あら太ソーセージ
フライドエッグ・ミニサラダ・マチェドニア
SHIBUICHI BAKERY BREAD, SAUSAGE,
FRIED EGG, MINI SALAD, MACEDONIA

¥1,200

grilled chicken salad
グリルチキンと15品目野菜のサラダ
自家製カッテージチーズとミックスナッツ
バルサミコドレッシング・バゲット
HOMEMADE COTTAGE CHEESE & NUTS
WITH BALSAMIC VINEGAR DRESSING

¥1,000

add grilled bacon                     
無添加ベーコンのグリル追加  +¥300
add fried egg                       
フライド・エッグ追加 +¥300

Morning fruits bowl
モーニング・フルーツボウル
赤いベリーと季節の果物をふんだんに
使ったフルーツボウル
ヨーグルトソース添え
¥900


