
Cheese brulee torta with berry vanilla marbled ice cream 950
チーズブリュレのトルタ　ベリーバニラのマーブルアイス

Bagel french toast 950
ベーグルフレンチトースト

Patissier's dessert of the day 1,050
パティシエおすすめ本日のデザート

5 kinds of fruit crepe pasta 1,050
５種のフルーツのクレープパスタ
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DESSERT

Short cake chiffon and three kinds of sauces 1,250
ショートケーキシフォンと３種のソース

Berry berry pancake 1,250
ベリーベリーパンケーキ

GARDEN CAFE Homemade assorted pickles 550
ガーデンカフェ自家製ピクルス盛り合わせ

Mixed nuts 550
ミックスナッツ

Chocolate 600
チョコレート

Seafood spring rolls with sweet chili sauce 650
海鮮の揚げ春巻き　スイートチリソース添え

Asian-style fried chicken 750
フライドチキン　アジアンスタイル

French fries with two sauces 750
フレンチフライドポテト２種のソース添え

Iberico pork chorizo 750
スペイン産イベリコ豚のチョリソー

Vegetable sticks 800
野菜スティック

Three assorted olives 850
３種類のオリーブ盛り合わせ

GARDEN CAFE Chef's specialty Cobb salad 1,000
ガーデンカフェ特製　コブサラダ

Today's carpaccio 1,100
本日のカルパッチョ　その日のスタイルで

Bagna cauda with anchovy cream  1,200
バーニャカウダ  濃厚なアンチョビクリーム添え

Poke bowl of avocado and salmon 1,200
漬けサーモンとアボガドのポキ丼

Sausage board 1,250
ソーセージ盛り合わせ

Vegetables plenty cocotte curry 1,050
お野菜たっぷりココットカレー

Sauteed chicken thigh diavola style 1,600
鶏もも肉のソテー　ディアブル風

Assorted cheese and dried fruits 1,850
チーズとドライフルーツの盛り合わせ

Italian ham with grissini bread sticks 1,850
イタリア産生ハムとグリッシーニ

TLS Hamburger with deep fried potato 1,250
TLSハンバーガー　ポテト添え

TLS cheeseburger with deep fried potato   1,350
TLSチーズバーガー　ポテト添え

Grilled japanese beef with gravy sauce 2,500
国産牛のグリル　グレイビーソース

FOOD

Assorted ice cream 600
アイス盛り合わせ

Mille crepes 600
ミルクレープ

Mont blanc made from shibukawakuri chestnuts and chocolate crumble 680
渋皮栗とチョコクランブルのモンブラン

2-layer hokkaido cheese cake 680
２層の北海道チーズケーキ

FOOD

COOL JAPAN MENU

Rich UJI matcha afghard 1,000
濃厚宇治抹茶アフォガード

Green Tea Religieuse 1,000
グリーンティー･ルリジューズ

DESSERT

フード・デザートメニューのご注文は1 1 : 0 0 より承ります。

Salmon and salmon roe  rice ball chazuke 950
鮭といくらの親子おむすび茶漬け

10 Ingredient Cool Japan Salad 1,000
10品目のクールジャパンサラダ

Modern club house sand of roast beef 1,500
ローストビーフのモダン・クラブハウスサンド

Chicken breast for pho 950
低温で柔らかく仕上げた鶏胸肉のフォー

Creamy spaghetti with Japanese flying squid and salted fish 1,400
スルメイカと塩辛のクリームスパゲティー　

Modern Tomato Pasta  (Bluefin Tuna, Eggplant and Onion) 1,600
モダントマトパスタ(マグロ、茄子、オニオン)
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