
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 



パスタ＆ピッツァ

Pasta & Pizza

カサレッチェ　Casarecce Short Pasta
アーモンドを添えた　カポナータトマトソース　 　　                  　　　 ¥2,400     

Tomato caponata sauce, toasted almonds (V) df

リングイーネ Linguine 
アサリとムール貝、空豆の白ワインソース 　　　     　  ¥2,600      

Clams, mussels, broad beans, white wine sauce

フェットチーネ Fettuccine
賀茂茄子と万願寺唐辛子の仔羊ラグー　ミント風味            ¥2,800

Kamo eggplant, Manganji green pepper, lamb ragout, mint flavor

自家製ピッツァ Homemade Pizza 　

3種のトマトとミラノサラミ　北海道産モッツァレッラチーズ　ガーデンハーブ添え       ¥3,000

3 types of tomatoes, Milano salami, Hokkaido mozzarella cheese, mixed herbs (P)
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アペタイザー＆フィンガーフード 

Appetizer & Finger Food 

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 
 

自家製ピッツァ スカモルツァ・スモークチーズと生ハム 春野菜のアイオリソース   ¥3,000 
Homemade Pizza  Italian smoked cheese, prosciutto, spring vegetables, aioli sauce(P) 
 
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                                ¥2,800 

Prosciutto and mozzarella cheese with arugula and balsamic vinegar 

                                          

チーズの盛り合わせ Assorted cheese  ¥2,150 

 

フルーツの盛り合わせ Assorted fruits plate(V)  ¥2,400 

 

フレンチフライ French fries        ¥850 

 

ミックスナッツ Mixed nuts(V)       ¥1,200 

 

チョコレート Chocolate        ¥1,200 
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