
_______________________________________________
*substitute rosemary potatoes for a side salad +200

*＋¥200でポテトをサラダに変更可能

STARTERS
 FRENCH FRIES  (V)
 

500

TORTILLA CHIPS (GF, V)
House-made tortilla chips with house-made 
salsa, fresh guacamole, and cilantro.
トルティーヤチップス with サルサ & グワカ
モレ

1100

GRANOLA (GF, VG)
House-made granola with fresh fruits and 
organic yogurt (can be substituted with any 
milk).
自家製グラノーラ、オーガニックヨーグルト
とフレッシュフルーツ添え。ヨーグルトをミ
ルクに変更可能（ソイとアーモンドミルクも
あります）。

800

BRUNCH
CALIFORNIA OMELETTE (GFP)

Omelette with avocado, tomatoes, bacon, 
cheddar, sour cream, rosemary potatoes*, 
and toast.
カリフォルニアオムレツ:アボカド、トマト、ベ
ーコン、チェダーチーズ、サワークリーム、 ポ
テトとトースト添え。

1300

BURGUNDY OMELETTE (GFP)

Omelette with mushroom, spinach, sweet 
sun dried tomatoes, Camembert and chives. 
Served with rosemary potatoes*, orange slice 
and toast.
バーガンディーオムレツ:サンドライトマト、ほ
うれん草、マッシュルーム、カマンベールチー
ズ、ポテトとトースト添え。

SALMON SCRAMBLE (GFP)
Eggs scrambled with potatoes, smoked 
salmon, tomatoes, caramelized onions, sour 
cream, and chives. Served with toast.
サーモンスクランブル:スクランブルエッグ、サ
ーモン、トマト、サワークリーム、ポテト、ト
ースト添え。

BLU JAM BENEDICT
English muffin, topping of your choice, 
poached eggs, house made hollandaise 
sauce,  and rosemary potatoes*.
ブルージャムエッグベネディクト：イングリッ
シュマフィンの上にお好みのトッピング、ポー
チドエッグ、自家製オランデーソース

CLASSIC Bacon & ham 
ベーコンとハム

NORWEGIAN Salmon, tomato, & spinach
サーモン、トマト、
とほうれん草

FLORENTINE Spinach, Camembert &  
mushroom
ほうれん草、カマンベールチ
ーズ、とマッシュルーム

CHILAQUILES (GF)
Gluten-free tortilla chips with scrambled 
eggs, chicken tinga, black beans, cheddar, 
sour cream, and house-made salsa.
チラキレス:チキンのトマト煮込み、黒豆、卵、
チェダーチーズ、トルティーヤチップス、パク
チー、サルサ、サワークリーム。

VEGAN RANCHEROS (V, GF)
Crispy corn tortilla topped with scrambled 
tofu, black beans, red bell peppers, chipotle, 
and cilantro. Served with fresh tomato salsa, 
avocado, house-made vegan sour cream, 
and grilled potatoes.
ランチュロス：揚げたトルティーヤ、豆腐、黒
豆、パプリカ、パクチー、ポテト、チポトレ、
ビーガンサワークリーム、自家製サルサ、アボ
カド

VEGAN SPICY TOFU TEX MEX
Grilled tofu, black beans, cilantro, 
caramelized onions, chipotle, potatoes, and 
tomatoes. Served with salsa, avocado, and 
two flour tortillas.
スパイシー豆腐テックスメックス：豆腐、黒
豆、パクチー、玉ねぎ、チポトレ、ポテト、ト
マト、サルサ、アボカド、トルティーヤ２枚

1300

1450

TOFU SCRAMBLE (V)
Scrambled crispy and soft tofu, tomatoes, 
spinach, and caramelized onions. Served 
with salad and toast.
ビーガン豆腐スクランブル：スクランブルし
た豆腐、トマト、ほうれん草、キャラメリゼ
したオニオン。サラダとトースト添え。

1500

MORNING HASH (GFP)
Eggs scrambled with potatoes, spinach, 
ham, caramelized onions, and sun dried 
tomatoes. Served with toast.
モーニングハッシュ:スクランブルエッグ、
ハム、ほうれん草、サンドライトマト、ポ
テト、トースト添え。

1450

1350

1450

1550

1550

1400

1500

BLU JAM QUESADILLA 
Chicken tinga , spinach, eggs, and cheddar 
cheese grilled in a flour tortilla served with 
avocado, and rosemary potatoes*.
ブルージャムケサディーヤ:チキンのトマト煮
込み、ほうれん草、
卵、チェダーチーズをフラワートルティーヤで
包んで焼きます, アボカド、ポテト添え。

1550

SIMPLY EGGS (GFP)
Two eggs any style, bacon, rosemary 
potatoes*, and toast.
シンプリーエッグズ:お好みの卵料理、ベーコ
ン、ポテトとトースト添え。

1250

FRENCH TOAST
CRUNCHY FRENCH TOAST
Includes berries and powdered sugar. Served 
with vanilla bean sauce.
ベリー、粉砂糖、バニラ豆ソースが含まれてい
ます。

MAUI FRENCH TOAST
Caramelized bananas, mint, shaved coconut, 
and powdered sugar. Served with pineapple 
sauce.
マウイフレンチトースト：キャラメリゼしたバ
ナナ、ココナッツ、パイナップルソース添え、
ハワイアン風。

CHURRO FRENCH TOAST
Sugar, cinnamon, and house-made vanilla 
glaze.
チュロスフレンチトースト：シナモン、砂糖自
家製バニラソースがかかっています。

VANILLA FRENCH TOAST

Vanilla yogurt, strawberry jam, raisins, and 
powdered sugar.
バニラフレンチトースト：バニラヨーグルトと
イチゴジャムをサンドしています。仕上げにレ
ーズン、パウダーシュガー。

SANDWICHES
VEGAN TOFU REUBEN (V)
Grilled tofu, sauerkraut, and house-made 
vegan 1000 island dressing.
ビーガンルーベン：グリルド豆腐、ザワークラ
ウト、ビーガンサウザンアイランドドレッシン
グ

EL PASO
Chicken tinga, sliced tomatoes, onions, 
melted mozzarella, smashed avocado, and 
chipotle aioli.
エルパソ：チキンのトマト煮込み、玉ねぎ、パ
クチー、モッツァレラ、アボカド、チポトレア
イオリソース

EGGWICH (VGP)

Two over easy eggs, crispy bacon, sliced 
tomatoes, mixed greens, smashed avocado, 
and house made pistou aioli.
エッグウィッチ：目玉焼き、ベーコン、トマ
ト、ルッコラ、アボカド、ピストアイオリソー
ス（バジルマヨソース）

BBQ CHICKEN 

Grilled chicken breast, crispy bacon, 
caramelized onions, sliced tomatoes, melted 
mozzarella, BBQ sauce, and mayo.
BBQチキン:グリルドチキン、ベーコン、キャラ
メリゼしたオニオン、トマト、モッツァレラ、
マヨネーズ、BBQソース。

1300
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1300
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_______________________________________________
*substitute rosemary potatoes for a side salad +200

*＋¥200でポテトをサラダに変更可能

BURGERS

 

We use 100% all beef patties (a blend of 
Wagyu and Black Angus). All the burgers 
come with a side of fries and pickles. You 
can subsitute the fries to a salad for an 
additional ¥200. バーガーは全て100%ビ
ーフパティ。フレンチフライとピクルス
がサイドでついてきます。＋¥200でフレ
ンチフライをサラダに変更可能。

CHEESE BURGER
Grilled beef patty, cheddar cheese, fresh 
arugula, sliced tomatoes, red onions, 
ketchup, and mayo.
チーズバーガー:自家製牛パティ、チェダ
ーチーズ、ルッコラ、トマト、玉ねぎ、 ケ
チャップ、マヨ。

BRUNCH BURGER
Grilled beef patty, crispy bacon, house-
made chipotle aioli, BBQ sauce, wild 
arugula, fresh tomato, cheddar cheese, 
and sunny side-up egg.
ブランチバーガー：自家製牛パティ、ベ
ーコン、チポトレアイオリソース、ルッ
コラ、トマト、チェダーチーズ、目玉焼
き

1450

DOUBLE GRANDE BURGER
Two grilled beef patties, cheddar cheese, 
crispy bacon, red onions, sliced tomatoes, 
and fresh arugula.
ダブルグランドバーガー:自家製牛パティ2
枚、チェダーチーズ、ルッコラ、トマト、
玉ねぎ、ベーコン、ケチャップ、マヨ。

2450

GOURMET BURGER
Grilled beef patty, bleu cheese, crispy 
bacon, fresh arugula, caramelized 
onions, mushrooms, and house-made 
pistou aioli.
グルメバーガー：自家製牛パティ、ブル
ーチーズ、ベーコン、ルッコラ、玉ね
ぎ、マッシュルーム、ピストアイオリソ
ース（バジルマヨソース）

THE BIG BURRITO
Chorizo, scrambled eggs, peppers, rice, 
beans, fresh pico de gallo, spinach,  
rosemary potatoes, and sour cream 
wrapped in two tortillas.
トルティーヤ2枚で巻いた チョリソ、卵、
ゴマ、米、豆、ピコ・デ・ガヨ、ほうれん
草、ポテト、サワークリーム、 

TINGA

Braised chicken breast in tomato chipotle 
sauce with mozzarella.
トマトチキン煮込み、チポトレソース、モッ
ツァレラチーズ

2000

VEGAN DELIGHT

Crispy tofu, beans, tomatoes, bell peppers, 
onions, rice, chipotle, avocado,  and 
rosemary potatoes.
豆腐、豆、パプリカ、玉ねぎ、米、チポト
レ、アボカド、ポテト 

1750

1600

HAWAIIAN BURGER
Grilled beef patty, two grilled 
pineapples, melted mozzarella, fresh 
arugula, tomatoes, crispy bacon, BBQ 
sauce, and mayo.
ハワイアンBBQバーガー:自家製牛パテ
ィ、2枚の焼きパイナップル、モッツァ
レラ、ルッコラ、トマト、ベーコン、
BBQソースとマヨ。

1900

GF- GLUTEN FREE
P- POSSIBLE

V- VEGAN
VG- VEGETARIAN

1900

TEX MEX BURGER
Grilled beef patty, melted mozzarella, 
fresh arugula, red onions, sliced 
avocado, house-made salsa, and house-
made chipotle aioli.
テックスメックスバーガー:自家製牛パテ
ィ、玉ねぎ、モッツァレラ、
ルッコラ、サルサ、アボカド、チポトレ
アイオリソース

1850

SPECIAL BURRITOS
THE BREAKFAST BURRITO

Cheddar cheese, scrambled eggs, ham,  
crispy bacon, sour cream, fresh pico de 
gallo, and rosemary potatoes.
チェダーチーズ、スクランブルエッグ、ハ
ム、ベーコン、サワークリーム、ピコ・デ・
ガヨ、ポテト 

BURRITOS
Your choice of meat wrapped in a flour tortilla 
with white rice, black beans, sour cream, cheddar 
cheese, and pico de gallo.
トルティーヤ、米、サワークリーム、チェダーチー
ズ、それからピコ・デ・ガヨを使用したブリト 

POLLO

PESCADO

CARNITAS
Braised pork shoulder and belly.
豚肩と豚バラ煮込み

Chicken thigh with onions and bell pepper.
鶏モモ肉、玉ねぎ、パプリカ

TOFU (V)
Vegan 1000 dressing, crispy seasoned tofu, 
beans, pico de gallo.
ビーガンサウザンドドレッシング、豆腐、
豆、ピコ・デ・ガヨ 

CHORIZO
House-made chorizo pork sausage with 
original spice blend.
自家製チョリソソーセージ、特別スパイス

Marinated and fried catfish served with 
lettuce and chipotle mayo.
揚げ魚のマリネ、レタス、チポトレ、マヨネ
ーズ

TACOS
Your choice of meat served in 2 house-made 
GF corn tortillas. Vegan flour tortillas at  
+¥100 each.
タコス：GF 自家製コーントルティーヤを使
用したタコスが２つ。ビーガントルティーヤ
は１枚¥100追加で変えられます 

TINGA

Braised chicken breast in tomato chipotle 
sauce with mozzarella.
トマトチキン煮込み、チポトレソース、モッ
ツァレラチーズ 

POLLO

PESCADO

CARNITAS
Braised pork shoulder and belly.
豚肩と豚バラ煮込み

Chicken thigh with onions and bell pepper.
鶏モモ肉、玉ねぎ、パプリカ

TOFU (V)
Vegan 1000 dressing, crispy seasoned tofu, 
beans, pico de gallo.
ビーガンサウザンドドレッシング、豆腐、
豆、ピコ・デ・ガヨ 

CHORIZO
House-made chorizo pork sausage with 
original spice blend.自家製チョリソソーセ
ージ、特別スパイス 

Marinated and fried catfish served with 
lettuce and chipotle mayo.
揚げ魚のマリネ、レタス、チポトレ、マヨネ
ーズ

BLU JAM TOFU SALAD (GF, VEG)

Grilled tofu tossed with baby kale, radish, 
avocado, and house-made honey 
vinaigrette.
ブルージャム豆腐サラダ：ケール、スプラ
ウト、豆腐、ラディッシュ、トマト、アボ
カド、ジンジャーハニーヴィネグレット

1500

KALE & BACON SALAD (GF)

Kale tossed with bacon, cranberries, 
walnuts, blue cheese, apples, house-made 
ginger honey vinaigrette topped with one 
sunny side-up egg.
ベーコンケールサラダ:ケール、ベーコン、
クランベリー、ブルーチーズ、くるみ、り
んご、目玉焼き。 

1500

SALAD

1350

1350

1300

1300

1300

1300

1600

700

700

700

1000

700

1000



_______________________________________________
NIGHT TIME MENU

STARTERS

 MIXED NUTS

ミックスナッツ

TRUFFLE PEPPER FRITES

トリュフ胡椒⾵味のフリット

TORTILLA CHIPS WITH
SALSA & GUACAMOLE

トルティーヤサルサグアカモレ

HOMEMADE PICKLES

⾃家製ピクルス

GREEN SALAD WITH 
BALSAMIC DRESSING
グリーンサラダバルサミコ

ドレッシング

SALADS

KALE COBB SALAD
ケールとベーコンのコブ

サラダ

CHEESE PLATE
チーズ三種の盛り合わせ

ENTREE

STREET TACOS 2PC
CHICKEN OR CARNITAS
ストリートタコス 

豚カルニータス:鶏ポイヨ

FISH TACOS 2PC
フィッシュタコス

BLU JAM CHEESE BURGER
ブルージャムチーズバーガー

THREE CHEESE PANINI 

WITH HONEY
三種のチーズパニーニハチミツ添

え

CRUNCHY FRENCH TOAST 
ブルージャムクランチフ

レンチトースト

DESSERT

SEASONAL DESSERT
旬のデザート

HOMEMADE TRUFFLES
& FRUIT
⾃家製⽣チョコとフルーツ

500

800

800

800

1000

1000

1000

1200

1500

1500

1500

1500
4PC

1000

1000


