
TAMA HILLS GC  TAMA HILLS GC  

BREAKFASTBREAKFAST
MENUMENU

224-3426

Fountain Drink $1.50
ファウンテンドリンク

Milk  $2.25
牛乳

Bottled Water 50¢
ミネラルウォーター

Coffee or Tea $1
コーヒー、紅茶

Green Tea $1.50
緑茶

Beer on Tap 12 oz. $2.25
生ビール	 25 oz. $4.50

Imported Beer $3
輸入ビール

Domestic Beer $2
国産ビール

Miniature Whiskey $3.25
ミニチュアウィスキー $4.50

Miniature Wine $4.50
ミニチュアワイン

DRINKS

Steamed Rice $1.50
ライス

Hash Browns $1.25
ハッシュブラウン	

Toast or Biscuit $1.50
トースト、ビスケット

Bacon, Ham, Sausage or SPAM® $1.25
ハム、ベーコン、ソーセージ、スパム

Cheese 50¢
チーズ
Cheddar, American, Mozzarella or Swiss
チェダー、アメリカン、モッツァレラ、スイス

SIDES

YokotaFSS.com

Order using the line app.
食事のオーダーはLINEからも出来ます。



BLT Sandwich $5.25
ベーコン・レタス・トマトサンドウィッチ
Four pieces of crispy fried bacon with lettuce and 
tomato served on your choice of white or wheat toast. 
Add one egg for $1.
4枚のベーコンとレタス、トマトを食パン又はウィートトーストに挟んだサン
ドウィッチです。	＋$1で玉子１個追加出来ます。

Big Combo $5.25
ビックコンボ
Two eggs any style and your choice of bacon, ham, 
sausage or SPAM®. Served with a choice of hash 
browns, rice, biscuit or toast. 
玉子２つをお好みの調理法で、ミートはハム、ベーコン、ソーセージ、	
スパム®から選べます。	サイドはハッシュブラウン、ライス、ビスケット、トース
トから２つ選べます。

Build-Your-Own Omelet $6
オムレツ
Cheese omelet with two ingredients of your choice. 
Served with your choice of toast, biscuit or rice. Add 
any of the following ingredients for an additional 
50¢: bacon, diced ham, sausage, SPAM®, onions, bell 
peppers, tomatoes or mushrooms. Add hash browns  
for $1.25. 
チーズオムレツにお好みの具材を２つとサイド（トースト、ビスケット、ラ
イス）を1つ選んで頂きます。追加のトッピングの角切りハム、ベーコン、ソ
ーセージ、スパム®、たまねぎ、ピーマン、トマト、マッシュルームはそれぞれ	
+50¢、ハッシュブラウンは+$1.25になります。

Chicken Fried Steak & Eggs $8
チキンフライドステーキ（玉子付き）
Battered 8 oz. steak smothered with country gravy and 
two eggs any style. Served with two choices of hash 
browns, rice, biscuit or toast.
8	oz.のビーフパテにたっぷりのカントリーグレービーソースがかかってます。
玉子2つをお好みの調理法で。ハッシュブラウン、ライス、ビスケット又はトー
ストから２つ選べます。

French Toast $5.50
フレンチトースト
American-style French toast served with your choice of 
maple syrup, strawberry or blueberry sauce. Add bacon, 
ham, sausage or SPAM® for $1.25. Add additional 
sauce topping for 50¢. 
アメリカンスタイルのフレンチトースト。メープルシロップ、ストロベリー	 ソ
ース、ブルーベリーソースから選べます。+$1.25でベーコン、ソーセージ、ハ
ム又はスパムを追加できます。ソースの追加トッピングは+50¢になります。

Biscuits & Gravy $4.25
ビスケットと	グレイビーソース	 Half Order $2.50
A pair of open biscuits smothered with country  
sausage gravy.
ビスケットの上にソーセージグレイビーソースがかかっています。

Breakfast Sandwich $3.50 
ブレックファースト	サンドウィッチ
Lightly grilled egg (any style) with your choice of 
cheese and bacon, ham, sausage or SPAM®. Served on 
your choice of croissant, bagel, English muffin, white or 
wheat toast.
お好みの調理法の玉子をクロワッサン、ベーグル、イングリッシュマフィン、
ウィートトースト、トーストの中から選び、ベーコン、ハム、ソーセージ、スパ
ム®の中からミートを選んでチーズサンドウィッチを作ります。

C-130 Breakfast Burrito $4.75
C-130	ブレックファースト	ブリトー
Scrambled eggs with cheese and hash browns, wrapped 
in a soft flour tortilla. Served with salsa and your choice 
of bacon, ham, sausage or SPAM®.
スクランブルエッグ、チーズ、ハッシュブラウンをフラワートルテ
ィーヤで包みました。(サルサソース付き)ハム、ベーコン、ソーセ
ージ、スパム®の中からミートを選んでブリトーの中に入れる事が	
出来ます。

Breakfast Sandwich

Big Combo


