
Appetizer

Dessert menu is served with Macedonia and coffee or tea デザートには、マチェドニアとコーヒー又は紅茶が付いています。

Food menu

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

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（　）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。

…Vegetarian Menu …Signature Menu

2,270 (1,827)Cake set

Caesar salad-crispy bacon, garlic crouton,
Parmesan cheese, soft boiled egg
シーザーサラダ - ベーコン ガーリッククルトン
パルメザンチーズ 半熟卵

Garlic flavored potato wedges
ガーリックフライドポテト

1,180 (950）

1,590 (1,279）

1,000 (805）

Pizza Margherita - Mozzarella cheese 
tomato sauce, fresh basil

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 2,110 (1,698）

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 2,420 (1,947）

Seasonal “Garden” vegetable salad,
carrot and white balsamic dressing
“ガーデン” 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 

Pizza

Pizza -prosciutto, rocket 

2,730 (2,197）生ハムとルッコラのピザ

バスクチーズケーキ　ベリーソース　カシスとヨーグルトのシャーベット

Basque cheesecake, cassis and yogurt sorbet, very berry sauce

French onion gratin soup, Gruyère cheese

Katsu curry - Deep fried Chiba pork cutlet, 

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
mushrooms, green salad

オニオングラタンスープ　グリュイエールチーズ 1,200 (965）

2,830 (2,277）

Today's soup
本日のスープ 1,000 (805）

Rice

Soup

グリーンサラダ添え

Assorted ice cream

アイスクリームの盛り合わせ

800 (643)

Charcuterie plate
シャルキュトリープレート 1,990 (1,601）

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

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

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

Sandwitch & Burger

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

2,460 (1,979）

1,860 (1,497)

クラブハウスサンドイッチ　フレンチフライ　　
レタス　チキントマト　卵　チェダーチーズ

Clubhouse sandwich, French fries, lettuce, 
tomato, chicken, egg, cheddar cheese 2,460 (1,979)

Pasta

シトラスフレーバーのサーモンと茸のクリームパスタ　ケッパー　レモン　ルッコラ

2,420 (1,947）

Spaghettini- salmon and mushrooms sauce,caper, lemon,arugula

Gateau chocolate-mix berry, whipped cream, vanilla ice cream

ガトーショコラ　ミックスベリー　ホイップクリーム　バニラアイスクリーム

Crème brûlée-seasonal fruit, vanilla ice cream

クレームブリュレ　季節のフルーツ　バニラアイスクリーム



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

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（　）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。

Beverage

Pepsi Cola　ペプシコーラ 750 (604)

Pepsi Cola Zero　ペプシコーラゼロ 750 (604)

Ginger Ale　ジンジャエール 750 (604)

Apple Juice　アップルジュース 750 (604)

Orange Juice　オレンジジュース 750 (604)

Oolong Tea　烏龍茶 750 (604)

Soft drink/juice

Coffee　コーヒー 750 (604)

American Coffee　アメリカンコーヒー 750 (604)

Espresso　エスプレッソ 750 (604)

Cappuccino 　カプチーノ 870 (700)

Café Latte　カフェラテ 870 (700)

Café Au Lait 　カフェオレ 870 (700)

Earl Grey　アールグレイ 750 (604)

Darjeeling 　ダージリン 750 (604)

English Breakfast　イングリッシュブレックファスト 750 (604)

Peppermint　ペパーミント 750 (604)

Chamomile 　カモミール 750 (604)

Decaffeinated Coffee　デカフェコーヒー 750 (604)

Aqua Panna　アクアパンナ      1000ml 1,310 (1,054)

San Pellegrino　サンペレグリノ　 1000ml 1,310 (1,054)

Coffee

Tea selection

レモンスカッシュLemon Squash

Cream soda　クリームソーダ
980 (788)Melon メロン Strawberry ストロベリー/
830 (668)

1,080 (869)

ロイヤルミルクティー　アイス又はホット（数量限定）
お好みでメープルシロップを入れてお召し上がり下さい
 Royal Milk Tea  Ice or Hot（limited quantity）
With Maple Syrup

コーラフロートCola Float 1,000 (804)

Coffee Float コーヒーフロート 1,000 (804)

Lychee Peach ライチーピーチ
Passionfruit Jasmine パッションフルーツ ジャスミン

ロサンゼルス発”Art of Tea”のオーガニックティーSpecial Tea Selection

870 (700)

870 (700)


