SEASIDE
BRUNCH
Available Saturday & Sunday from 9 am - 3 pm
APPETIZERS アペタイザー
Classic Cheese Sticks チーズ スティック

$

Coconut Shrimp ココナツシュリンプ

$

5.95

Served with marinara sauce and ranch dressing

8.95

Served with sweet Thai chili sauce

CLASSIC FAVORITES

クラシック フェイバリット
Choice of country potatoes or Cheddar grits

カントリーポテト又はチーズグリッツ が付いています

Sunrise Sampler サンライズ サンプラー					

$

8.95

Biscuits and Gravy ビスケット＆グレイビー				
Two buttermilk biscuits topped with sausage gravy and served with two eggs*

$

6.95

Two eggs* and toast with your choice of ham, sausage, or bacon

Steak and Eggs ステーキ＆エッグ

Your choice of steak served with two eggs* and toast

Flat Iron $14.95

Ribeye $19.95

(フラット アイロン）

(リブアイ）

Filet Mignon $22.95

(フィレミニョン）

T-Bone $25.95

(Tボーン）

MORNING FAVORITES モーニング フェイバリット
With your choice of ham, sausage, or bacon
ハム、
ソーセージ又はベーコンが付いています

Pancake パンケーキ

$

A large buttermilk pancake served with whipped cinnamon butter and syrup

Silver Dollar Pancakes シルバーダーラー パンケーキ（ミニパンケーキ） 3 pc $4.95
Buttermilk pancakes with whipped cinnamon butter and syrup

5 pc $5.95

6.95

7 pc $6.95

$
French Toast フレンチ トースト			
7.95

Brioche French toast served with whipped cinnamon butter and syrup

Seaside Waffle シーサイド ワッフル

$

7.95

シュリンプグリッツ
Cheddar grits with sautéed shrimp, sausage, and onion

$

8.95

Choose between chocolate chip or buttermilk

Shrimp and Grits

Add: pecans, blueberries, banana, or chocolate chips $0.50
プラス: ピカンナッツ、
ブルーベリー、
バナナ、又はチョコレートチップ

EGGS BENEDICT エッグ ベネディクト
With your choice of country potatoes or Cheddar grits served on an English muffin
カントリーポテト又はチーズグリッツ が付いています

Classic クラシック

$

Chorizo チョリゾ

$

8.95

Southern サザン（フライドステーキ）

$

8.95

7.95

Ham, eggs, and homemade hollandaise sauce
Chorizo, eggs, homemade chipotle hollandaise, and avocado
Country fried steak, eggs, and cream gravy

SEASIDE OMELETTES シーサイド オムレツ
With your choice of country potatoes or Cheddar grits and toast
カントリーポテト又はチーズグリッツ、
トーストが付いています

Garden ガーデン

$

Meat Lovers ミート ラバー

$

7.95

Seafood シーフード

$

8.95

Stuffed with sautéed spinach, onions, and peppers

7.95

Stuffed with ham, bacon, and sausage
Stuffed with shrimp and scallops
*Regarding the safety of these items, written information is available upon request.
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodborne illness.

SALADS & SOUPS サラダ＆スープ
Caesar Salad シーザー サラダ

$

Chef Salad シェフ サラダ

$

6.95

Fresh Romaine lettuce, Parmesan, and Caesar dressing

9.95

Turkey, ham, salami, egg, fresh lettuce, tomato, cucumber, carrot, and mozzarella

Seafood Salad シーフード サラダ

13.95

$

Shrimp, salmon, crab, scallops, mussels, fresh lettuce, red onion, tomato, and cucumber

Tomato Basil トマト バジル

Cup (6 oz.) $2.50 Bowl (12 oz.) $4.95

Seafood Bisque シーフード ビスク

Cup (6 oz.) $3.00 Bowl (12 oz.) $5.95

HANDHELD ハンドヘルド
Jerk Chicken Tacos ジャーク チキン タコス

$

Jerk Mahi Mahi Tacos ジャーク マヒマヒ タコス

$

Margherita Flatbread マルゲリータ フラットブレッド

$

Shrimp Alfredo Flatbread シュリンプ アルフレード フラットブレッド

$

Breakfast Flatbread ブレックファースト フラットブレッド

$

8.95

Grilled chicken, roasted corn salsa, fresh cilantro, avocado, lettuce, and sour cream. Served with french fries

9.95

Chipotle aioli, fresh lettuce, pico de gallo, and pineapple salsa. Served with french fries

7.95

Marinara, fresh tomato, basil, mozzarella, and topped with a pesto drizzle

8.95

Shrimp, Alfredo sauce, shaved Parmesan, roasted garlic, red pepper flakes, and topped with
Buffalo ranch drizzle

7.95

Scrambled eggs, bacon, sausage, roasted garlic, and cheese topped with a Sriracha drizzle

SANDWICHES サンドイッチ
Crab Cake Burger クラブ ケーキ バーガー

13.95

$

Crispy crab cake, with fresh lettuce, tomato, onion, pickles, and Seaside sauce. Served with french fries

Classic Cheeseburger* クラシック チーズバーガー

9.95

$

An 8 oz. patty served with your choice of cheese, fresh lettuce, tomato, onion, pickles, and Seaside sauce.
Served with french fries

Add:

プラス

Extra Cheese (pepper jack, American, Provolone, Cheddar) チーズ(ペッパージャック、アメリカン、プロボロン、チェダー）
$
Grilled Pineapple パイナップル
2.00
Smoked Bacon ベーコン
$
Sautéed Mushrooms マッシュルーム
0.75
Sliced Jalapeño ハラペーニョ
$
Fried Onions フライドオニオン
0.75
Sliced Avocado アボカド

1.00
2.00
$
0.75
$
2.00

$

$

FROM THE SEA フロム ザ シー
Fish & Chips フィッシュ＆チップス

$

10.95

Cajun Shrimp and Sausage Pasta ケージャン シュリンプ&ソーセージ パスタ

$

13.95

Seafood Alfredo Pasta シーフード アルフレード (ホワイトソース）パスタ

$

Garlic Shrimp Pasta ガーリック シュリンプ パスタ

$

Fried whitefish, tartar sauce, and french fries
Andouille sausage, shrimp, sautéed vegetables, spicy tomato cream sauce, and your choice of
penne or linguine pasta
Shrimp and scallops Alfredo served with your choice of penne or linguine pasta
Linguine and shrimp sautéed in olive oil, garlic, and red pepper flakes

13.95

13.95

SIGNATURE SIDES シグネチャー サイド
Fresh Fruit Cup フレッシュ フルーツ カップ
French Toast (2 pc) フレンチトースト（2枚）
Bacon or Sausage (3 pc)

$

Cereal シリアル
Avocado (Half) アボカド（1/2）

$

4.95
3.00
$
3.00
$

ベーコン又は、
ソーセージ（３個）		

3.00
2.00

$

French Fries フレンチ フライ ポテト
Cheddar Grits チーズ グリッツ
Fried Potatoes フライド ポテト
Sausage Gravy ソーセージ グレービー
Egg* (1 ea) 卵（１個）

*Regarding the safety of these items, written information is available upon request.
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodborne illness.

2.00
1.75
$
1.50
$
1.25
$
1.25
$
$

