
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.

￥3,800（税込）

※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

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北海道産アイナメのポワレ  アサリとアオサのリゾット  6種野菜のピューレ

④伊達鷄モモ肉のグリエ鷄の  ジュとバジルのソース 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 ③ Butter fr ied fat greenling fish from Hokkaido 
with a clam and sea lettuce risotto and a 6 vegetable puree④ Datetori chicken thigh with a chicken and basil 
sauce drizzled overtop  (Soup, appetizer, dessert and drinks are the same as the 4,800 yen course.)

①Soup 

②Appet izer

⑤Desser t

③Fish

Natura l ly Grown Carrot Soup

自然栽培人参のスープ

旬野菜のグリーンサラダ  柑橘のソース
Green Seasonal Vegetable Salad with a Citrus Dressing

Green Tea Tiramisu

抹茶のティラミス

Coffee or Taiwan Oolong Tea

コーヒー  または  台湾烏龍茶

北海道産アイナメのポワレ  アサリとアオサのリゾット  6種野菜のピューレ
 Butter fr ied fat greenling fish from Hokkaido with a clam and sea lettuce risotto and a 6 vegetable puree

伊達鷄モモ肉のグリエ鷄の  ジュとバジルのソース
 Datedori chicken thigh with a chicken and basil sauce drizzled overtop

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）

Soup of the Day

本日のスープ

￥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 

￥1,200（税込）
Salad Plate

サラダプレート



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

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

Strawberry Tart

ストロベリータルト レアチーズケーキ
No Bake Cheesecake

Cake set (please choose one of the two desserts） 
(Coffee or Taiwanese tea is available, please select one to go with your course.）

・2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。

Season
De�ert



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

Drink Menu

Non-alcoholic

￥800（税込）

glass ￥900（税込）
Bottle ￥4,500（税込）

   果実みたっぷりのりんごに花が香るロゼ。甘酸っぱいノンアルコールフラワーシードルです。

Water / Juice

FUJI ミネラルウォーター ［360ml］ ￥600（税込）
FUJI Minera l Water

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

Manda r in  O range Ju ice
みかんジュース ブルーベリージュース

B luebe r r y  Ju ice
りんごジュース

App le Ju ice
トマトジュース

Tomato Ju ice

自然栽培ジュース 各￥900（税込）
Natura l l y Grown Juice

Coffee             / Tea

kiki 台湾烏龍茶 東方美人茶  ［ Hot / Ice ］ ￥900（税込）
Kik i Ta iwan 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 ］ ￥900（税込）
Natura l l y cul t i vated herbal teas f rom Paysan Herb Garden  (  Hot )

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

カフェラテ ［ Hot / Ice ］ ￥1,050（税込）
Café Lat te (  Hot / Ice )

コーヒー ［ Hot / Ice ］ ￥1,000（税込）
Cof fee (  Hot / Ice )



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

￥1,100（税込）

八芳園オリジナルビール

Farm to Ale 香るヴァイツェン

［ 330ml ボトル ］

Happo-en Or ig ina l Beer Weizen

 Beerl

￥550（税込）

応援
特別価格！

スパークリングワイン
Sparkling wine

Glass Wine

白ワイン
White wine

赤ワイン
Red wine

ロゼワイン
Rose wine

オレンジワイン
Orange wine

 Bottle ￥5,800（税込）

Bottle ￥5,800（税込）

スッキリとした酸味が最大の特徴。デイリーワインとして最適
[ ブドウ品種 ]  ソーヴィニヨンブラン / ユニブラン / プチ・グレン　　[ 相性の良い食材 ]  お酢 / 緑黄色野菜 / 白身魚 / 鳥

 glass ￥1,000（税込）

 Bottle ￥4,800（税込）

カベルネソーヴィニヨンの滑らかな口当たりと柔らかなタンニンが感じられます。
[ ブドウ品種 ]  カベルネソーヴィニヨン　　[ 相性の良い食材 ]  牛肉 / 子羊 / 赤ワインソース /デミグラスソース 

 glass ￥1,300（税込）

美しいオレンジ色で、カットしたオレンジにミントを散らしたような味わいが特徴のオレンジワイン
[ ブドウ品種 ]  タルダナ 60％ / マカベオ40％　　[ 相性の良い食材 ] しゃがいも / ナッツ類 / 卵 / ベーコン

 glass ￥1,000（税込）
 Bottle ￥5,800（税込）

 glass ￥1,000（税込）
 Bottle ￥4,800（税込）

 glass ￥1,000（税込）

本日のおすすめワインになります。スタッフにお尋ねください。


