Lunch A

Lunch B

3,480

4,720

(2,800)

Chilled pumpkin cream soup, crispy bacon

Assorted appetizer (5 kinds)
前菜の盛り合わせ（�種）

“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

Chilled pumpkin cream soup, crispy bacon
カボチャの冷製クリームスープ

ズワイガニと静岡県産フルーツトマトのジェノベーゼ

メインディッシュをお選び下さい

You can enjoy meat and fish

メインコースは、お肉とお魚の盛り合わせをお楽しみいただけます

Red wine braised Chiba pork shoulder, mushroom confit, potato puree
マッシュルームのコンフィ マッシュポテト

Beef pastrami focaccia sandwich
Beef pastrami, chedder cheese, lettuce, tomato, grain mustard, mayonnaise
自家製ビーフパストラミのフォカッチャサンド
チェダーチーズ レタス トマト 粒マスタードソース

Red wine braised Chiba pork shoulder, mushroom confit, potato puree
千葉県産豚肩肉の赤ワイン煮込み

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

マッシュルームのコンフィ マッシュポテト

and

or

グリルバーガーに変更が出来ます

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

You can change to grilled Japanese beef burger

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

or

Grilled Japanese beef burger
Sesame buns, barbecue aioli, cheddar cheese, lettuce, tomato, onion

or

サーロインのグリルに変更が出来ます

Spaghettini alla Genovese, Zuwai crab, Shizuoka fruit tomato, Genovese paste
ズワイガニと静岡県産フルーツトマトのジェノベーゼ

(2,599)

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

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

Choice of your favorites main course

セサミバンズ

You can change to grilled US Black Angus beef striploin

国産牛粗挽きグリルバーガー

バーベキューアイオリ チェダーチーズ レタス トマト オニオン

+1,250 (1,006)

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

Seasonal fruit soup, grape sorbet

季節のフルーツのスープ仕立て

3,230

(3,798)

～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

カボチャの冷製クリームスープ

千葉県産豚肩肉の赤ワイン煮込み

European soup and sandwich lunch

巨峰のシャーベット

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

Today's sorbet

+1,250 (1,006)

本日のシャーベット

Today's dessert assortment

Coffee or tea
コーヒーまたは紅茶

Coffee or tea

本日のデザート �種盛り合わせ

コーヒーまたは紅茶

Coffee or tea

コーヒーまたは紅茶

Lunch a la carte
Appetizer

Pizza

Sandwitch & Burger

Comfort food

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

Red wine braised Chiba pork shoulder, mushroom, potato puree

“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

1,000 (805）

Charcuterie plate

シャルキュトリープレート

1,990 (1,601）

Soup

Today's soup

本日のスープ

2,730 (2,197）

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

Pizza - prosciutto, rocket

Pasta
Spaghettini alla Bolognese - meat sauce, Parmesan cheese

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

2,310 (1,859）

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

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）

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

2,110 (1,698）

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）

1,000 (805）
1,000 (805）

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 strip loin(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）

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。

