
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.

※サイドメニューのみのご注文はご遠慮ください。

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

・カレー 
　 Curry

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 ③Chi l led Salmon Confit with a Caul iflower 

Risot to, 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

サーモンの低温コンフィ  カリフラワーとリゾット
Chi l led Salmon Confit with a Caul iflower Risot to

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
￥５00（税込）

Jerusalem Ar t ichoke Soup

菊芋のスープ

￥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 

￥1,800（税込）本日のパスタ
Pasta of the Day 

￥５00（税込）
Butternut Squash Soup

バターナッツカボチャのスープ



別途サービス料10%を申し受けます｡  10% service charge wil l be added.

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.）


