Autumn Hokkaido Dinner Course
12,500

(10,057)

Cod and potato croquette, aioli sauce
鱈とポテトのコロッケ アイオリソース

Dinner A

Dinner B

5,980

8,500

(4,811)

Home made marinated salmon and Hokkaido potato terrine,
mix leaf, fruit tomato sauce, chive
自家製サーモンマリネと北海道産のきたあかりのテリーヌ、
フルーツトマトとシェリービネガーのソース チャイブ

Chicken consomme soup, vegetables pot-au-feu

チキンコンソメスープと北の大地の野菜たっぷりのポトフ仕立て

Seared scallops cocktail, marinated egg plant and gourd
Yuzu citrus flavored jelly

Grilled Hokkaido beef sirloin, Tamogi mushroom fritters and asparagus,
Grande Polaire redwine sauce
北海道産大沼牛サーロインのグリル たもぎ茸のフリットとアスパラガス
グランポレールの赤ワインソース

帆立貝のカクテル

～キノコ狩り～
自家製マリネサーモン マコモタケ 大黒しめじ マッシュルーム マイタケ
ポーチドエッグ デトロイト 白バルサミコとトリュフのドレッシング

ポロ葱とポテトのクリームスープ

千葉県産鱸のカダイフ包み ロブスターソース
新ジャガイモのコンフィとミックスリーフ

Roasted US black Angus beef striploin, grain mustard and pickles sauce
Provencal vegetables caponata

Grilled Japanese tender loin, greenpepper sauce,
roasted rosemary taros

USブラックアンガスビーフサーロインのロースト 粒マスタードと自家製ピクルスのソース
南仏野菜のカポナータ ルッコラ

北海道の旬のフルーツと千葉県産の牛乳で作った自家製アイスクリームのパルフェ

Coffee or tea

コーヒーまたは紅茶

黒トリュフの香り

Deep-fried Chiba seabass wrapped in kadaif, lobster sauce,
new fresh crop potatos confit, mixed leaf

ポルチーニ茸のリゾットとセモリナ粉をまとった鮮魚のフリット
バジルオイル 松の実

Seasonal Hokkaido fruits and Chiba milk ice cream parfait

茄子のマリネとターメリック香る冬瓜
柚子風味のジュレ

Leek and potato soup, black truffle

Porcini mushrooms and Italian risotto,
fresh fish fritters, basil oil, pine nuts

Roasted phyllo pastry, Hokkaido scallop mousse, shrimp,
caviar and vermouth cream sauce
北海道産の帆立貝のムースとエビのパートフィロ焼き
キャビアとヴェルモットのクリームソース

(6,839)

黒毛和牛ヒレ肉のグリル グリーンペッパーソース
ローズマリー風味の千葉県産里芋のロースト

Please select your serving size お肉の量を変更できます
200g +1,850(1,488) / 300g +3,700(2,976)

Please select your serving size お肉の量を変更できます
200g +3,600(2,896) / 300g +7,200(5,792)

Chocolate souffle, chestnut soup
cocoa tuile, vanilla ice cream,

軽いチョコレートスフレと栗のスープ
ココアチュイールとバニラアイス

Seasonal Hokkaido fruits and Chiba milk ice cream parfait

北海道の旬のフルーツと千葉県産の牛乳で作った自家製アイスクリームのパルフェ

Coffee or tea

Coffee or tea

コーヒーまたは紅茶

コーヒーまたは紅茶

Dinner a la carte
Appetizer

Pizza

Sandwitch & Burger

Seasonal “Garden Brasserie&Bar” vegetable salad,
carrot and white balsamic dressing

Pizza Margherita - Mozzarella cheese
tomato sauce, fresh basil

Grilled Japanese beef burger, French fries, barbecue aioli,
sesame buns, cheddar cheese, tomato, lettuce, onion

“ザ ガーデン ブラッスリー＆バー” 特製季節のベジタブルサラダ
人参とホワイトバルサミコ酢のドレッシング
1,180 (950）

ピザ マルゲリータ ｰ モッツァレラチーズ
トマトソース フレッシュバジル

Caesar salad, crispy bacon, garlic crouton,
Parmesan cheese, soft boiled egg

生ハムとルッコラのピザ

シーザーサラダ - ベーコン ガーリッククルトン
1,490 (1,199）
パルメザンチーズ 半熟卵

Garlic flavored deep fried potato

ガーリックフライドポテト
シャルキュトリープレート

1,990 (1,601）

Today's soup

本日のスープ

Vegetable sandwich, French fries
tomato, Mozzarella cheese, rocket, lettuce, carrots rape, avocado

ズワイガニと静岡県産フルーツトマトのジェノベーゼ

2,310 (1,859）

2,310 (1,859）

Rice

French onion gratin soup, Gruyère cheese

オニオングラタンスープ グリュイエールチーズ

2,730 (2,197）

Spaghettini alla Bolognese - meat sauce, Parmesan cheese

Spaghettini alla Genovese, Zuwai crab,
Shizuoka fruit tomato, Genovese paste

Soup

国産牛粗挽きグリルバーガー フレンチフライ バーベキューアイオリソース
セサミバンズチェダーチーズ トマト レタス オニオン 2,360 (1,899）

Pasta

1,000 (805）

Charcuterie plate

2,110 (1,698）

Pizza - prosciutto, rocket

スパゲッティーニ ボロネーズ ｰ
ミートソース パルメザンチーズ

1,000 (805）
1,000 (805）

Comfort food

Katsu curry - Deep fried Chiba pork cutlet,
mushroom, green salad

ジューシーな千葉県産ポークとマッシュルームのカツカレー
グリーンサラダ添え
2,730 (2,197）

Please let us know if you have any food allergies. The all prices above are included 13% service charge and tax.

ベジタブルサンドイッチ フレンチフライ トマト モッツァレラチーズ
ルッコラ レタス キャロットラペ アボカド
1,860 (1,497)

Clubhouse sandwich, French fries, lettuce,
tomato, chicken, egg, cheddar cheese

クラブハウスサンドイッチ
レタス チキントマト 卵

フレンチフライ
チェダーチーズ

2,360 (1,899)

Kid’s menu

Kid's set

お子様セット

2,980 (2,398）

Pan-fried grunt, a hint of curry flavor,
seasonal vegetables and new fresh crop potatos, anchovy and butter sauce

軽いカレー風味のイサキのポワレ
季節の野菜と新じゃがの温かいサラダ アンチョビとバターのソース

2,730 (2,197）

Grilled US Black Angus beef striploin (150g)
red wine sauce, garlic flavored deep fried potato

Kid's curry - not including 7 major allergies
(Egg, dairy products, wheat, buckwheat, peanut, shrimp, crab)

キッズカレー - � 大アレルギー食品は含んでおりません。
( 卵、乳製品、小麦、蕎麦、ピーナッツ、海老、蟹）

Red wine braised Chiba pork shoulder, mushroom, potato puree

千葉県産豚肩肉の赤ワイン煮込み
マッシュルームのコンフィ マッシュポテト

1,240 (998）
2,000 (1,610）

食材にアレルギーのあるお客様は、注文の際に係の者にお申し付けください。上記金額は（

US ブラックアンガスビーフサーロインのグリル (���g)
赤ワインソース ガーリックフライドポテト

3,480 (2,800）

Please let us know if you have any food allergies.
The all prices above are included 13% service charge and tax.

上記金額は
（ ）内の本体価格にサービス料��％と税金を含んだお支払い金額となります。
食材にアレルギーのあるお客様は、注文の際に係の者にお申し付けください。

…Vegetarian Menu

…Signature Menu

）内の本体価格にサービス料��％と税金を含んだお支払い金額となります。

