
表示料金にはサービス料、税金が含まれております。お食事制限やアレルギーなどがございましたら、スタッフまでお申し付けください。 
All prices are inclusive of tax and service charge. Should you have any allergies or special dietary requirements, please notify us when you order. 

 

 

サラダ＆スープ 

Salad and soup 

本日のスープ           ¥1,500 

Soup of the day 
 
スモークサーモンとオニオンハーブのサラダ レモンドレッング     ¥2,300 
Smoked salmon with onion-herb salad lemon dressing 
 
ミックスサラダ ゴートチーズとチアシード       ¥2,500 
Field green salad with goat cheese and chia seeds 
 
カリフラワーとヒヨコ豆、胡麻のフムス グリルピタと野菜添え     ¥2,900 
Roasted cauliflower Hummus with grilled pita and vegetables 
 
ガーリックシュリンプ レモン風味 アボカド添え       ¥3,200 
Lemon garlic shrimp with avocado 
 
チキンコブサラダ          ¥3,300 
Chicken cobb salad 
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アペタイザー＆フィンガーフード 
Appetizer & Finger Food 

フレンチフライ French fries        ¥1,100 
 
チョコレート Chocolate        ¥1,500 
 
ミックスナッツ Mixed nuts (V)       ¥1,500 
 
チーズの盛り合わせ Assorted cheese platter  ¥2,700 
 
フィッシュ&チップス タルタルソース、モルトヴィネガー、レモン添え    ¥3,000 
Fish and chips with Tartar sauce, malt vinegar and lemon 
 
フルーツの盛り合わせ Assorted fruits plate (V)       ¥3,000 
 
生ハムとモッツァレラチーズ ルーコラとバルサミコ添え                                ¥3,500 
Prosciutto and mozzarella cheese with arugula and balsamic vinegar 
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ベーカリー 
Bakery 
野菜とアボカドピューレのサンドウィッチ  フレンチフライ添え     ¥1,900 

Vegetables and avocado puree, served with French fries 

 

特製メンチカツサンドウィッチ ～トリュフ塩 レモン フレンチフライ添え～    ¥3,000 

Minced beef cutlet sandwich served with truffle salt, lemon and French fries 

 

クラブハウスサンドウィッチ  フレンチフライ添え       ¥2,700 

Clubhouse sandwich served with French fries 

 

フライドシュリンプ&フィッシュのサンドウィッチ  サラダ付き     ¥2,700 

Fried shrimp & fish sandwich with salad 

 

ビーフバーガー  フレンチフライ添え        ¥3,300 

Beef burger Grilled beef with French fries 
※ベーコンの有り・無しと、チェダーチーズまたはブルーチーズをお選びください。 
Your choice of grilled bacon, cheddar cheese or blue cheese. 
※追加：フライドエッグ Additional fried egg  +¥250 
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パスタ 

スパゲティ Spaghetti 
ジャンボマッシュルームとアスパラガス ドライトマト  バジル風味ペペロンチーノ(V) df   ￥2,800 

Peperoncino, basil, mushrooms, asparagus, dried tomatoes (V) df 

 
ペンネ   Penne  
空豆とボローニャ風ミートソース 新牛蒡のチップ添え      ￥3,000 

  Bolognese sauce, broad beans, burdock chips 
 
フェットチーネ   Fettuccine 
ベーコンとグリーンビーンズ、新じゃがいものカルボナーラ (P)     ￥3,300 

  Carbonara, bacon, green beans, new potatoes (P) 
 
リングイーネ Linguine 
海老と帆立貝、甲イカのケイパーとアンチョヴィ風味白ワインソース ルーコラ添え   ￥3,500 
Shrimps, scallops, cuttlefish, capers, anchovy-white wine sauce, arugula 
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デザート 

Dessert 
イチローズモルトチョコレート Ichiro's malt chocolate bar     ￥1,100 
フレンチトースト 4種のソース French toast with 4 kinds of sauce    ￥2,000 

チョコレートパフェ Chocolate parfait        ￥2,100 
ベリーパフェ Berry parfait         ￥2,100 
 
ソフトクリーム CREMIA soft-serve ice cream          Each ￥1,100 
クレミア、クレミアザショコラ、クレミア ザ ミックス 
Cremia, Cremia chocolate, Cremia mix 
 
アイスクリーム Ice cream  
バニラ、チョコレート、抹茶 
Vanilla, Chocolate, Matcha            Each ￥1,100 
 
シャーベット Sherbet 

パッションフルーツ、ストロベリーヨーグルト、シャンパンフロマージュ 
Passion fruit, Strawberry yogurt, Champagne fromage                Each ￥1,100 


