
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。

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

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

Buffalo chicken with blue cheese dip 800
バッファローチキン　ブルーチーズディップ添え

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

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

Sausage board 1,250
ソーセージ盛り合わせ

Vegetables beef sinew curry 1,050
ゴロゴロ野菜の牛すじカレー

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 1,900
イタリア産生ハムとグリッシーニ

Grilled onion and domestic beef sauce japone 2,500
焼き葱と国産牛のグリル　ソースジャポネ

Poke bowl of avocado and salmon 1,250
漬けサーモンとアボガドのポキ丼

Crispy and spicy roast chicken 1,600
クリスピーなスパイシーローストチキン

TLS Hamburger with deep fried potato 1,250
TLSハンバーガー　ポテト添え
※トッピング追加可能

　チーズ・ハバネロペッパー ＋100  / ベーコン・チリコンカン ＋150 / パテ ＋200

FOOD

DESSERT

Assorted ice cream 600
アイス盛り合わせ

Mille crepes 600
ミルクレープ

Cinnamon flavor  Pumpkin pudding 700
シナモン風味　濃厚パンプキンプリン

Mont Blanc brioche  Coffee ice and source of the citrus fruit 750
モンブランブリオッシュ　コーヒーアイスと柑橘のソース

Gruyere cake of the pear  Tonka beens scent 800
洋ナシのグリュイエールチーズケーキ　トンカ豆の香り

Whole roasted apple with dried fruits and nuts  Choux pastry 850
ドライフルーツとナッツを閉じ込めた丸ごと焼きリンゴ　シュースタイル

Parfait
Strawberry and raspberry parfait 1,300
苺とラズベリーのパフェ

Grape parfait  Baked cheese and sangria jelly 1,300
ブドウのパフェ　ベイクドチーズとサングリアのジュレ

Chestnut and chocolate parfait  Caramel tea ice cream 1,300
栗とチョコレートのパフェ　キャラメルティーアイス

shaved ice
Berry berry berry 600
ベリー・ベリー・ベリー

Tiramisu 600
ティラミス

Chai tea 600
チャイティー

FOOD

COOL JAPAN MENU

16 Ingredient Cool Japan Salad 1,100
16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

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 Bolognese (Hatcho miso, Eggplant and seven spice blend) 1,500
モダンボロネーゼ(八丁味噌、茄子、七味唐辛子)

16 Ingredient Cool Japan Salad 1,100
16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

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 Bolognese (Hatcho miso, Eggplant and seven spice blend) 1,500
モダンボロネーゼ(八丁味噌、茄子、七味唐辛子)


