2 BAYFRONT AVE, SINGAPORE 018972

軽食

チキンウィング
10 個 | 15 フライドポテト追加 $7

ソースは別添えです

ケソチーズ＆チッ
プス | 11

モッツァレラチーズのフ
ライ | 14

ピリ辛チーズソース、温かいトルティー
ヤチップス
追加：チリ $2 サワークリーム $2

カロライナBBQ

バターミルク フライドチキ
ンテンダー | 15

チリコンカン&チッ
プス | 12

甘口のスモーキーBBQ、新鮮なハーブ、自家製バターミルク・デ
ィル添え

自家製バターミルク・ディルソース、
韓国BBQ、ライムハニーマスタード

ピコ・デ・ガヨ(サルサ)、クレマ、温かい
トルティーヤチップス
追加：ケソ(チーズ) $2

潰したアボカド、ピコ・デ・ガヨ(サル
サ)、コリアンダー、ねぎ、サルサヴェ
ルデ

甘辛BBQ、ねぎ、ごまライム、自家製バターミルク・ディル添え

自家製バターミルク・ディルソース

スモーキー チポトレ(唐辛子)トマトソ
ース

ワアカモレ&チッ
プス | 11

韓国BBQ

ピクルスのフライ | 9

テキサスBBQ

甘口BBQ、ねぎ、自家製バターミルク・ディル添え

メキシカン ホットソース

スパイシーホットソース、砕いたブルーチーズ、ねぎ、ブルーチーズ
ドレッシング添え

クラフトバーガー

すべてのハンバーガーは、レタス、トマト、ピクルス1つとフライドポテト付き/
オニオンリング、スイートポテトフライ、ハウスサラダまたはサイドディッシュへの変更は $3

オールアメリカン・バーガー | 23

チリチーズバーガー | 25

プライムバーガー、アメリカンチーズ特製ソース

オールドファッション | 23

プライムバーガー、チリコンカン、アメリカンチーズ
フライドオニオン、ピリ辛チーズソース

カロライナ・バーガー | 26

カリフォルニアン | 24

プライムバーガー、アメリカンチーズ、スモーキープルドポー
ク、バターミルクのコールスロー、特製ソース、
カロライナBBQ

メキシコシティ | 25

プライムバーガー、ペッパージャックチーズ、クリスピー
オニオンリング、ハラペーニョのピクルス、チポトレマヨネーズ

ピザ バーガー | 24

プライムバーガー、マリナラソース、
モッツァレラチーズのフライ、削りパルメザンチーズ

プライムバーガー、しいたけ、スイスチーズ、オニオンのキャ
ラメリゼ、西洋わさびソース

テキサスバーガー | 25

100%ナチュラル ターキーバーガー、潰したアボカド、スイ
スチーズ、トリュフマヨネーズ

ラムバーガー | 24

牧草飼育のラム肉バーガー、ピクルス、玉ねぎの酢漬け、スイ
スチーズ、自家製バターミルク・ディルソース

広東BBQバーガー | 24

プライムバーガー、スイスチーズ、ベーコン、黒豆とにんにく
入り広東風マヨネーズ、チリBBQソース、ねぎ、スパイシーピ
クルス、スイートポテトフライ添え

プライムバーガー、熟成チェダーチーズ、クリスピー
オニオンリング、ベーコン、スイートベイビーレイの
BBQソース、マヨネーズ

インポッシブル オールアメリカン | 29

インポッシブル バーガー(植物性パテ)、アメリカンチーズ、
特製ソース

ファラフェル バーガー | 21

ファラフェル(ひよこ豆のパテ)、タヒニ(ゴマペースト)、玉ね
ぎの酢漬け、ギリシャ産フェタチーズ、フムス

グレッグ・ノーマン | 27

和牛ビーフバーガー220g、自家製バターミルク・ディルソース、ブルーチーズ、ルッコラ

NYCワイン&フード・フェスティバル「バーガーバッシュ」のビープルズチョイス アワード３回受賞”
インポッシブルバーガー(植物性パテ)への変更は追加 $8 / すべてのバーガーの焼き加減はミディアム/ グルテンフリー(小麦粉不使用)のパン $3 /
ベジタリアン パン (卵、乳製品、動物性食品不使用) $3

バーガー、サラダ、チキンサンドイッチ用の追加メニュー

目玉焼き $2 ベーコン $3 アボカド $3 チーズ $2 マッシュルームのソテー $3 オニオンのキャラメリゼ $2 プライムバーガー $8 ターキー $6
クリスピーチキン $6 和牛 $13 グリルチキン $6 ラム肉 $8 ファラフェル(ひよこ豆のパテ) $6 インポッシブル(植物性パテ) $15 プルドポーク $4

チキン & サンドイッチ

クラフトバーガー・サラダ
BLACK TAP バーガー・サラダ

23

ターキーバーガー・サラダ

24

ギリシャ風ラムバーガー・サラダ

24

ベジタリアン ほうれん草サラダ

21

和牛ウェッジサラダ

27

ン、レタス、トマト、きゅうり、ピクルス、ねぎ、玉ねぎの酢漬け、特製ソース

100%ナチュラル ターキーバーガー、ケール、りんご、砕いたブルーチーズ、
アボカド、ドライクランベリー、自家製バターミルク・ディル ドレッシング

牧草飼育のラム肉バーガー、フェタチーズ、トマト、きゅうり、オリーブ、
玉ねぎの酢漬け、レモンドレッシング

ベビーほうれん草、キヌア、ザクロ、アボカド、りんご、ねぎ、コリアンダー、
ピーカンナッツのスパイスグレーズ、レモンと味噌のビネグレット
追加: サーモンの味噌グレーズ $8

和牛、サラダ菜、トマト、きゅうり、ベーコン、砕いたブルーチーズ、
ねぎ、自家製バターミルク・ディルドレッシング

クリスピーチキン・サンドイッチ | 23

クリスピーチキン、バターミルクのコールスロー、コリアンダー、
新鮮なライム、スパイシーマヨネーズ、韓国BBQソース

バハ風グリルチキン・サンドイッチ | 23

鶏むね肉のケイジャングリル、アボカド、サルサヴェルデ、ベーコン、ペッパージャックチー
ズ、コリアンダー、新鮮なライム、ピコ・デ・ガロ(サルサ)、チポトレ
マヨネーズ

ヴィーガン・ナッシュビル・ホット | 21

パン粉をまぶしたポルトベロマッシュルーム、ナッシュビル・ホットソース、
コールスロー、ピクルス、ベジタリアン パン

フライドポテ
ト & フライ
ドリング
お好みの自家製ソースをお選びください

クリスピーチキン・シーザーサラダ

クリスピーチキン、レタス、ローストトマト、モロッコスパイス、削りパルメザン
チーズ、クルトン、シーザードレッシング

自家製ファラフェルバーガー・サラダ

ファラフェル(ひよこ豆のパテ)、レタス、きゅうり、トマト、オリーブ、フムス、
ギリシャ産フェタチーズ、玉ねぎの酢漬け、タヒニ(ゴマペースト)ドレッシング

自家製コブサラダ

レタス、アボカド、トマト、玉ねぎの酢漬け、ゆで卵、オリーブ、きゅうり、ベーコン、
砕いたブルーチーズ、ねぎ、自家製バターミルク・ディルドレッシング

追加：クリスピーチキン $6 プライムバーガー $8 ターキー $6 和牛 $13

23

アイダホ フライドポテト | 11

スイートポテトフライ | 12
21

自家製オニオンリング | 11

自家製ソース | 2

18

特製ソース トリュフマヨネーズ
チポトレマヨネーズ ハニーマスタード
自家製バターミルク・ディルソース
テキサスBBQ 韓国BBQ
西洋わさびのクリーミーソース
ブルーチーズ サルサヴェルデ

サイドディッ
シュ
自家製サラダ | 8

レタス、トマト、きゅうり
玉ねぎの酢漬け、自家製ビネグレット

照り焼きブロッコリー | 13
しょうが、にんにく、ごま、ねぎ

バターミルク コールスロー | 8
コーシャー・ディル・ピクルス

ルッコラサラダ | 10

ローストトマト、削りパルメザンチーズ、自
家製ビネグレット

シーザーサラダ | 10

レタス、削りパルメザンチーズ、クルトン、
シーザードレッシング

ギリシャ風サラダ | 10

トマト、きゅうり、玉ねぎの酢漬け、オリー
ブ、フェタチーズ、レモンドレッシング

テイクアウトも承ります
表示価格には税金と10%のサービス料が加算されます。
食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご注文前にスタッフにお申し付けください。不加熱または加熱不十分な肉類や魚介類、卵は、食物に起因する病気のリスクを高める可能性があります。

クレイジーシェイク
ミルクシェイク

コットンキャンディー | 22

スイート＆ソルティ | 20

クッキー＆クリーム サプリーム | 20

バニラクリームを青、ピンク、真珠色のチョコレートで飾り、
ピンクのロリポップキャンディー、ロックキャンディー、生ク
リーム、綿菓子をトッピング

チョコレートクリームをマーブルチョコとピーナツバターカッ
プで飾り、シュガーダディーのキャラメルバー、プレッツェル
スティック、チョコレートプレッツェル、生クリーム、チョコレ
ートシロップをトッピング

バニラクリームを砕いたオレオクッキーで飾り、
クッキー&クリームサンド、砕いたオレオクッキー、
生クリーム、チョコレートシロップをトッピング

ブルックリン ブラックアウト | 19

フルーティー・ペブルズ シェイク

ストロベリーシェイク

ピーナツバターシェイク

ケーキシェイク | 22
ケーキバターシェイク

バニラクリームをレインボースプリンクルで飾り、
ファンフェティケーキ、生クリーム、レインボー
スプリンクル、チェリーをトッピング
バニラクッキーシェイク

バニラクリームを砕いたクッキーで飾り、
クッキーサンド、砕いたクッキー、チョコレートチップ、
生クリーム、チョコレートシロップをトッピング

チョコレートシェイク

バニラクリームをフルーティー・ぺブルスのシリアルで飾り、
フルーティー・ぺブルス・ライスクリスピー、ストロベリーポ
ップタルト、ラフィータフィーキャンディー、生クリーム、チェ
リーをトッピング

チュロ チョコタコス | 22

ヴィーガン ブラック &
ホワイトケーキシェイク | 23

シナモントースト クランチ シェイク

バニラクリームをシナモントーストクランチで飾り、
チョコタコス、チュロス2つ、生クリーム、
ドルセ・デ・レチェ(キャラメルソース)をトッピング

クラシックシェイク | 12
クラフト生ビール | 17
アメリカ、ブルックリン

コナ ロングボードラガー

シエラネバダ・ペールエール

アメリカ、カリフォルニア

シンガポール

ロストコースト ピーナッツバターチョコレートミルク
スタウトアメリカ、カリフォルニア

スイートウォーター420ペールエール

スイートウォーター ホップハッシュセッションIPA

ブルックリン・シーズナル

BLACK TAPミュール

ウォッカ、新鮮な生姜、きゅうり、ライム、クラブソーダ

ストロベリー スマッシュ

4.5 アルコール度数

シルバーラム、ミント、ライム、ストロベリー

ゴッドファーザー パート2 (オールドファッション スタイル)
バーボン、アマレット、ビターズ、オレンジツイスト

スモーク オン ザ ウォーター

ウォッカ、新鮮なスイカ、ライム、アガベ、スモークソルト

アペロール スピリッツ

アペロール、プロセッコ、クラブソーダ

クラシック ネグローニ

4.2 アルコール度数

アメリカ、ジョージア

シンガポール ブロンドエール

東京レモネード

3.5 アルコール度数

オーストラリア

ジン、カンパリ、スイートベルモット、オレンジツイスト

NA

シンガポール

アメリカ、ブルックリン

ノースコースト オールドラスプーチン スタウト
アメリカ、カリフォルニア

アンクル マイクズ シュガーケーン

4.8 アルコール度数

ダークラム、パッションフルーツ、新鮮なバジル、生姜

9.0 アルコール度数

バーボン、アールグレイ、レモン、卵白

アールグレイ サワー
レスターズ ボーイ

クラフト瓶ビール | 14
ノースコースト スクリムショー ピルスナー
ストーン＆ウッド パシフィックエール
ノースコースト アクメペールエール
アメリカ、カリフォルニア

アメリカ、カリフォルニア

ドレイクス ヘフ

パイナップル ジンジャービール

フレッシュ パイナップルジュース、新鮮な生姜、ライム

5.0 アルコール度数

ラズベリー ハニー リッキー

5.8 アルコール度数

スラッシー | 20

ラズベリー、新鮮なライム、はちみつ

4.4 アルコール度数

オーストラリア

ロストコースト エイトボール スタウト
ラ・シュエット サイダー

モクテル | 12

4.4 アルコール度数

オーストラリア

ブリッジロード ビーチーサマーエール

テキーラ、カンパリ、新鮮なオレンジ、レモン

4.7 アルコール度数

アメリカ、カリフォルニア

4.5 アルコール度数

フランス

本日のフレーバーをスタッフにお尋ねください

4.9 アルコール度数

アメリカ、カリフォルニア

定番ビール & メキシカン
ビール | 12
バドワイザー

コロナ

ハイネケン

ハウスワイン
白ワイン

トラピチェ マルベック アルゼンチン
ローソンズ・リトリート シラーズ カベルネ

ロゼワイン

バック・ヴィーニャ・エクストリシマ ロサード

ソーヴィニヨンブラン

オーストラリア
スペイン

ミネラルウォーター | 11
サンペレグリノ

アイスティー レモネード

パッションフルーツ レモネード

ストロベリー レモネード

ボトル| 58

チリ エラスリス

赤ワイン

フィジー

アイスティー &
レモネード | 7

パブストブルーリボン

グラス | 16

サンタ・ヘレナ シャルドネ

キャラメル

シトラス(日本酒)、ゆず、レモン

7.0 アルコール度数

5.6 アルコール度数

ストロベリー

カクテル | 21

5.2 アルコール度数

5.7 アルコール度数

アメリカ、ジョージア

フォーパインズ パシフィックエール

チョコレート バニラ コーヒー ブラックチェリー
ヌテラピーナツバター オレオクッキー&クリーム

5.6 アルコール度数

アメリカ、カリフォルニア

シンガポール ブロンドエール

チョコレートシェイク

バニラクリームをミニチョコチップで飾り、
白と黒のケーキ、生クリーム、チョコレートシロップを
トッピング

4.6 アルコール度数

アメリカ、ハワイ

ロストコースト レヴェナントIPA

バムバムシェイク | 20

チョコレートクリームをミニチョコチップで飾り、
チョコレートブラウニー、生クリーム、チョコレート
シロップをトッピング

クッキーシェイク | 19

ブルックリンラガー

オレオシェイク

炭酸飲料 | 6

チリ

コーラ コーラ・ゼロ スプライト
ファンタ ストロベリー ファンタ グレープ

メキシカンソーダ | 11

マンゴー

コーラ

グアバ

マンダリンオレンジ

テイクアウトも承ります
表示価格には税金と10%のサービス料が加算されます。食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご注文前にスタッフにお申し付けください。
不加熱または加熱不十分な肉類や魚介類、卵は、食物に起因する病気のリスクを高める可能性があります。

ライム

