
上記¥4,800コースメニューのメイン (　 マーク)の2つより、

③真鯛のポワレ　農園野菜とデュグレレソース

④経産牛フィレ肉と大山鶏腿肉　自然栽培玉ねぎのシャリアピン仕立て

どちらか1つ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。)

￥3,800（税込）Half Course ハーフコース

The above ¥4,800 course menu includes your choice of either ③ Pan-fried Sea Bream, Farm Vegetables with 
Dugléré Sauce  ④ Beef Tenderloin and Oyama Chicken Thigh with Organic Onions Served Chaliapin Style ( 
Soup, appetizer, dessert and drinks are the same as the 4,800 yen course.)

①Soup 

②Appet izer

⑤Desser t

③Fish

Vegetable Soup of the Day

本日の野菜スープ

バターナッツのロースト　大豆ミートと八幡平マッシュルームデュクセル
Roasted Butternut Squash, Hachimantai Mushroom Duxelles and Soy Meat

Pumpkin Ice Cream and Pear Compote Harmony

洋なしとかぼちゃのアルモニ

Coffee or Earl Grey

コーヒー  または  アールグレイ

真鯛のポワレ　農園野菜とデュグレレソース
Pan-fried Sea Bream, Farm Vegetables with Dugléré Sauce

経産牛フィレ肉と大山鶏腿肉　自然栽培玉ねぎのシャリアピン仕立て
Beef Tenderloin and Oyama Chicken Thigh with Organic Onions Served Chaliapin Style

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. 

※メニューは季節、仕入状況等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※Please note that the menu is subject to change depending on the season and availabil ity.

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



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

￥1,800（税込）雑穀米とビーフカレー
Beef Curry with Mult igrain Rice

※サイドメニューのみのご注文はご遠慮ください。
3 Types of Vegetable Bread

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

大島の恵み
Nipponのクロワッサン ￥300（税込）
Original Croissant

￥500（税込）野菜パン3種

Side menu サイドメニュー

・カレー 
　 Curry

￥1,500（税込）

※メニューは季節、仕入状況等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※Please note that the menu is subject to change depending on the season and availabil ity.

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

※各ケーキ、単品 ￥900（税込）でのご注文もご用意しております。
※All cakes are available individually 
　for 900 yen (tax included). 

期間
限定

Cake set ( please choose one of the two desserts ） 
( Coffee or Earl Grey 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アールグレイからお選び下さい。

Dessert

Chestnut and Chocolate Tart
For this tart we used almond cream and Shibukawa chestnuts, 
and added chocolate mousse with the aroma of Japanese chestnuts 
that melts in the mouth.

栗とショコラのタルト
なめらかな口溶けのミルクチョコレートムースと国産和栗の香り、
タルトにはアーモンドクリームと渋川の栗を使用しました。 

Gâteau Pistache
A seasonal dessert that brings you a melody of autumn flavors: 
a hint of pistachio, 5 kinds of berries and smooth chocolate.

ガトーピスターシュ
ピスタチオとの香りと5種のベリー、滑らかなチョコレートの
ハーモニーで季節を味わえる一品。



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）

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

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

ブルーベリージュース
B lueber r y  Ju iceMandar in  Orange Ju ice

みかんジュース

Coffee             / Tea

アールグレイクラシック  ［ Hot / Ice ］ ￥900（税込）
Ear l Grey Classic  (  Hot / Ice )

カフェインレスアールグレイ ［ Hot ］ ￥900（税込）
Decaf fe inated Ear l Grey  (  Hot )

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

ダージリン ［ Hot ］ ￥1,000（税込）
 Dar jeel ing (  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 )

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

ローズマリー棒茶
Rosemar y Kuk ichaChamomi le

カモミール
Paysan B lend
ペザンブレンド


