
デザートメニューがございますので、ご希望の方はスタッフまでお尋ねください。  Since there is a dessert menu, please ask the staff if you wish.
別途サービス料10%を申し受けます｡  10% service charge wil l be added.

各￥1,000（税込）Kids   お子様
・オムライス 
　 Omurice

・カレー 
　 Curry

※サイドメニューのみのご注文はご遠慮ください。

大島の恵み
Nipponのクロワッサン

￥300（税込）

Original Croissant

￥500（税込）
3 Types of Vegetable Bread

野菜パン3種

Side menu サイドメニュー

￥3,800（税込）Half Course ハーフコース
上記¥4,800コースメニューのメイン(　 マーク)から、
③北海道産ワイルドサーモンの低温コンフィ カリフラワーとリゾット
④放牧豚ヒレ肉のパン粉焼き キノコのマリネ のどちらかをお選びいただけます。
（スープ ・ 前菜 ・ デザート ・ ドリンクは￥４,800コースと同じ内容となります。)

The above ¥4,800 course menu includes your choice of either ③Chilled Hokkaido Wild Salmon Confit with 
Cauliflower and Risotto, or ④Breaded Free-range Pork Fil let with Marinated Mushrooms (Soup, appetizer, 
dessert and drinks are the same as the 4,800 yen course.)

Coffee or Taiwan Oolong Tea

①Soup 

Jerusalem Ar t ichoke Soup (Hot)

菊芋の温製スープ

カブの丸ごとロースト カブの葉とハーブのピュレ
Roasted Turnip with a Turnip Leaf and Herb Puree

②Appet izer

Chocolate Banana Pie with Rum Raisin Ice Cream

バナナのチョコレートパイ～ラムレーズンアイス添え～⑤Desser t

コーヒー  または  台湾烏龍茶

北海道産ワイルドサーモンの低温コンフィ カリフラワーとリゾット
Chil led Hokkaido Wild Salmon Confit with Cauliflower and Risotto

③Fish

放牧豚ヒレ肉のパン粉焼き キノコのマリネ
 Breaded Free-range Pork Fil let with Marinated Mushrooms

④Meat

※コースにはBLUE TREEのパンが付きます。
※The course includes BLUE TREE Bread

※ドリンクのおかわりは別途￥300（税込）いただきます。
※An additional 300 yen (tax included) will be charged for a 2nd serving of either drink. 

※Half Course
※Half Courseにていずれか選択

A la carte   アラカルト
￥600（税込）

Soup of the Day

本日のスープ

￥1,200（税込）
Uenohara Herb Garden Salad Plate

上野原ハーブガーデンのサラダプレート

￥1,800（税込）ローストビーフサンド
Roast Beef Sandwich 



Dessert

甘酒かぼちゃぷりん
《 糀あまざけ520ml 付き 》
Amazake Pumpkin Pudding (Plus 1 bottle of 520ml
Amazake with every purchase.)

￥1,200（税込）

マロンパイ
Chestnut Pie

￥900（税込）

デリスショコラ
Delice Chocolate Cake ￥800（税込）

ラムレーズンアイス
Rum-raisin Ice Cream

￥600（税込）

ケーキセット (甘酒プリン以外の3種のデザートから1つお選びいただけます。）
                                         （ドリンクはコーヒーまたは台湾烏龍茶からお選び下さい。）

￥1,500（税込）

For the cake set  with the exception of amazake pudding, please choose one of the three desserts.
（Coffee or Taiwanese tea is available, please select one to go with your course.）



Drink Menu

ミカフェート監修  コーヒー ［ Hot / Ice ］ ￥1,000（税込）
Cof fee  (  Hot / Ice )

ミカフェート監修 カフェインレスコーヒー ［ Hot ］ ￥1,000（税込）
Decaf Cof fee  (  Hot )

ミカフェート監修 カフェラテ ［ Hot / Ice ］ ￥1,050（税込）
Cafe lat te  (  Hot / Ice )

ミカフェート監修 カフェオレ ［ Hot / Ice ］ ￥1,050（税込）
Cafe au la i t  (  Hot / Ice )

Coffee サスティナブルな取り組みに力を入れた農園で作られた、八芳園オリジナルブレンド

kiki 台湾烏龍茶 東方美人茶 ［ Hot / Ice ］ ￥900（税込）
Kik i Taiwan Oolong Tea – Or ienta l Beauty Tea  (  Hot / Ice )

ペザンハーブ園の自然栽培ハーブティー［ Hot / Ice ］ ￥900（税込）
Natural ly cul t ivated herbal teas f rom Paysan Herb Garden  (  Hot / Ice )

Tea

自然栽培ジュース 各￥900（税込）
Natural ly Grown Juice

　みかんジュース Mandar in Orange Juice

　トマトジュース Tomato Juice

　ブルーベリージュース Blueberr y Juice

FUJIミネラルウォーター 360ml ￥600（税込）
FUJI Mineral Water

FUJIスパークリングウォーター  300ml ￥700（税込）
FUJI Spark l ing Water

Juice / Water

店頭にて販売中

￥800（税込）

デザートメニューがございますので、ご希望の方はスタッフまでお尋ねください。  Since there is a dessert menu, please ask the staff if you wish.
別途サービス料10%を申し受けます｡  10% service charge wil l be added.



Alcohol

￥1,100（税込）

￥1,000（税込）

￥900（税込）

Sparkling / Wine

自然と調和し、葡萄独自の力で強い免疫力を持った樹にするためにも化学物質は一切使用しま
せん。天然酵母で発酵させ、余韻が長く、しっかりとしたコクを楽しめます。
[ ブドウ品種 ]  シャルドネ100％
[ 相性の良い食材 ]  キノコ類/根菜類/クリーム系の料理/甲殻類/鶏肉/豚肉

glass ￥1,200（税込）
Bottle ￥9,000（税込）

サクランボや木苺などの赤果実の香りがあります。チャーミングな果実味を主体としながら、
酸は柔らかく、骨格がしっかりとしたワインです。
[ ブドウ品種 ]  ピノ・ノワール
[ 相性の良い食材 ]  ネギ類/ナス科の野菜/キノコ類/豆類/赤身の牛肉/鹿肉
[ 相性の良い食材 ]  豆類 / ネギ類 / ナス科の野菜 / 鶏肉 / 豚肉 / 牛肉

glass ￥1,500（税込）
Bottle ￥12,000（税込）

毎年ブドウやワインの出来のイメージによってエチケットや名前を変えており、栽培から醸造、ラベ
ル張りまで自身のインスピレーションに忠実に従ってワイン作りをしている。ラベルの写真は春に
農園で一斉に野生の花が咲き始めたときに生産者自ら撮影したものです。
[ ブドウ品種 ]  ピノタージュ100％
[ 相性の良い食材 ]  トマト/パプリカ/赤いフルーツ全般/ひよこ豆/たこ/海老蟹/ラザニア/チーズ

glass  ￥1,000（税込）
Bottle ￥7,000（税込）

ソーヴィニヨンブランの中でもよりさわやかなものを使用しており、野菜料理におすすめの一杯。
[ ブドウ品種 ]  ミュスカデル 60％ / ソーヴィニヨンブラン 40％ 
[ 相性の良い食材 ]  カボチャ / 根菜 / 魚類 / 鶏肉 / 豚肉

glass ￥1,000（税込）
Bottle ￥5,000（税込）

木樽で12か月熟成しているが、樽の風合いをつけ過ぎず果実感を大切にしており、
重厚な味わいで深みが感じられる。
[ ブドウ品種 ]  メルロー
[ 相性の良い食材 ] ネギ類 / 豆類 / キノコ類 / 牛肉 / 子羊 / 山羊のチーズ

glass ￥1,200（税込）
Bottle ￥7,000（税込）

本日のスパークリング glass ￥1,000（税込）
Today’s Sparkl ing Wine

デザートメニューがございますので、ご希望の方はスタッフまでお尋ねください。  Since there is a dessert menu, please ask the staff if you wish.
別途サービス料10%を申し受けます｡  10% service charge wil l be added.


