
上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。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 subject to consumption tax and 13% 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 
 
ミックスグリーンサラダ ハニーシャンパンドレッシング      ¥1,500 
Field Greens Salad with Honey Champagne Dressing 
 
モッツァレラチーズとトマト、ルーコラのサラダ バジリコとレモン風味    ¥1,600 
Tomato Caprese Salad seasoned with Basil and Lemon 
 
スモークサーモンとオニオンハーブのサラダ レモンドレッシング     ¥1,800 
Smoked Salmon with Onion and Herb Salad with Lemon Dressing 

 
海老のグリルとアボカドのチコリサラダ 松の実とローストキャロット添え    ¥2,400 
Chicory Salad with Grilled Shrimp, Avocado, Roasted Carrots and Pine Nuts 

 
本日のスープ           ¥1,200 
Soup of the Day 
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ベーカリー 
Bakery 
 
クロックムッシュ サラダ付き         ¥1,800 
Croque-monsieur with salad 
クラブハウスサンドウィッチ  フレンチフライ添え       ¥2,100 
Club house 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     ¥2,100 
Fried shrimp & fish sandwich with Salad 
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     ¥1,500 
Vegetables and avocado puree, served with French fries 
特製ビーフメンチカツサンドウィッチ  フレンチフライ添え      ¥2,000 
Minced meat beef cutlet sandwich served with French fries 
ビーフバーガー  フレンチフライ添え        ¥2,650 
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, chedder cheese or blue cheese. 
※追加：フライドエッグ Fried egg  ¥200 
ローストビーフのフォカッチャサンドウィッチ  サラダ付き      ¥1,900 
Roasted beef focaccia sandwich with salad 
サーモンのクロワッサンサンドウィッチ  サラダ付き      ¥1,550 
Salmon croissant sandwich with salad 
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パスタ＆ピッツァ 
Pasta & Pizza 
スパゲティ Spaghetti 

フリーズドライベジタブルを添えたベジタリアン大豆ミートソース                         ¥2,600      
Soy meat sauce, freeze dried vegetables (V)   

リングイーネ Linguine  

ジャンボマッシュルームとブロッコリー、ベーコンのカルボナーラ            ¥2,800       
Mushroom, broccoli, bacon, carbonara  

ショートパスタ パッケリ Paccheri short pasta        

海の幸とドライトマトのソース フレッシュハーブとイタリア産カラスミ添え         ¥3,200  
Seafood, dried tomato, fresh herbs, dried mullet roe 

自家製ピッツァ Homemade Pizza          

4 種のチーズ チキンとボイルドエッグ ルーコラセルヴァティコ添え             ¥3,200  

4 types of cheeses, chicken, boiled egg, arugula 
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アペタイザー＆フィンガーフード 
Appetizer & Finger Food 

海老とパプリカ、オリーブのアヒージョ         ¥2,400 
Spanish-Style Garlic Shrimp with Bell Pepper and Olives 

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     ¥2,400 
Fish and Chips with Tartar Sauce, Malt Vinegar and Lemon 
 
チーズの盛り合わせ Assorted Cheese Platter ¥2,150 
 
フルーツの盛り合わせ Assorted Fruits Platter ¥2,400 
 
生ハム Cured Ham        ¥2500      
 
フレンチフライ French Fries         ¥850 
 
野菜スティック Vegetable Sticks        ¥1,300 
 
ミックスナッツ Mixed Nuts                                                                        ¥1,200 
 
チョコレート Chocolate                                                                            ¥1,200 
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