
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 

 

 
ミックスサラダ ゴートチーズとチアシード 

Field green salad with goat cheese and chia seeds 

 
¥2,000 

ガーリックシュリンプ レモン風味 アボカド添え 

Lemon garlic shrimp with avocado 
¥2,500 

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 

Smoked salmon with onion-herb salad lemon dressing 
¥1,800 

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 

Roasted cauliflower Hummus with grilled pita and vegetables 
¥2,300 

チキンコブサラダ アボカドとブルーチーズ、ボイルドエッグ ¥2600 

Chicken Cobb salad avocado, blue cheese and boiled egg  

 
本日のスープ 

Soup of the day 

 
¥1,200 
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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 
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パスタ＆ピッツァ  

Pasta & Pizza 

スパゲッティ Spaghetti 
 

¥ 2,400 
キノコとドライトマトのペペロンチーノ   

Mushrooms, dried tomatoes, garlic, chili, olive oil (V) df   

カボチャのニョッキ Pumpkin gnocchi 
 

¥ 2,600 
ベーコンと野菜のグラタン仕立て 蓮根のチップ添え   

Bacon and vegetable gratin, lotus root chips (P)   

フェットチーネ Fettuccine 
 

¥ 2,800 
海の幸のトマトクリームソース ハーブ添え   

Seafood, tomato cream sauce, herbs   

自家製ピッツァ Homemade Pizza 
4種のチーズクリームとチキン、ボイルドエッグ ルーコラ添え 

 
 
 

¥ 3,000 

Four cheese cream, chicken, boiled egg, rucola 
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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 
Fish and chips with Tartar sauce, malt vinegar and lemon 

 
 
 
 
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 

Prosciutto and mozzarella cheese with arugula and balsamic vinegar 

¥2,400 
 
 
 
 
 

¥2,800 

 
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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