WELCOME
1 階ベーカリーで購入されたパン・サンドイッチ・ケーキは、
2 階 Blue Tree Café でもお召し上がりいただけます。
（※ドリンク類のお持込はできません）

えW

ご利用の際、｛おひとり様＝１オーダー}、
ご注文を頂いていますのでご了承ください。（未就学児を除く）

[ここに出典を記載します。]

FOOD MENU
ドリンク SET サービス

８00 円以上のお料理とセットで 100 円引き

☆オリジナルフレンチトースト Original French toast
８55 (税込９４０ tax inc.)

当店のオリジナルフレンチトースト。
専用のブレッドを焼き上げ、甘さ控えめのアパレイユを
しっかりとしみこませた、中までふんわりの自慢の一品。

☆ピザ Pizza

約２８ｃｍ 11inch （テイクアウトもできます）

職人が生地から練り上げた自家製ピザ。
一枚ずつ、石釜で焼き上げます。
・マルゲリータピザ margherita pizza
・ソーセージピザ Sausage pizza

１０００ （１１０0)
１１３７ (1２５０)

・チョリソーピザ Chorizo pizza
１１８２ (1３００)
・４種のチーズピザ Quattro Formaggi pizza １１８２ (13０0)
・きのこいっぱいのクリームソースピザ mashrooms pizza
１２２８ (1３５0)
・カルボナーラビザ Carbonara pizza
１２２８ (13５0)

{½ハーフ ８００ (８８０)}
{½ハーフ ９１０ (１００0)}
{½ハーフ ９５５ (10５0)}
{½ハーフ ９５５ (10５0)}
{½ハーフ １０００ (1１００)}
{½ハーフ １０００ (1１００)}

☆サラダ Salad
・オリジナルチキンサラダ

Original Chicken Salad

１０００ (税込 1１００ tax inc.)

グリルチキン＆おんたま 等をトッピングした、ボリュームたっぷりのオリジナルサラダです。

・グリーンサラダ

Green Salad

グリーンレタスの、シンプルサラダ。

5２８ (税込 5８0 tax inc.)

ドリンク SET サービス

８00 円以上のお料理とセットで 100 円引き

☆ガパオライス（タイ風）GAPAO (Thai food)
1０９１ (税込 12００ tax inc.)
鶏ひき肉バジル炒めをご飯にのせた、人気のタイ料理。

☆クリーミーチキンカレーCreamy Chicken Curry
1２９１ (税込 142０ tax inc.)
じっくり煮込んだエスニックスパイシーカレー。
数に限りがありますので、スタッフにご確認下さい。

☆自家製ビーフハンバーグプレート （五黒米）
Beef Hamburger steak with rice

1４５５ (税込 16００ tax inc.)
自家製デミグラスソースでお召し上がりください。
（白米に変項できます。）

☆黒毛和牛のビーフシチュー （スライスパン付き）
Beef Stew with sliced bread

1６３７ (税込 18００ tax inc.)
国産の牛肉をじっくり柔らかく煮込んだ、贅沢シチュー。

☆単品ライス rice

255

(税込 280 tax inc.)

ドリンク SET サービス

８00 円以上のお料理とセットで 100 円引き

☆パスタ Pasta
・本日のパスタ Today’s Pasta （ 別紙 又は 黒板をご覧ください ）

1091 (1200)～

・明太子のクリームパスタ seasoned cod roe creamy pasta

１０７３ (１１８０)

・そら豆と枝豆のチーズソースパスタ Greenbeans cheese sauce pasta

１０９１ (１２００)

・カルボナーラ Carbonara

１０９１ (1２００)

・ボロネーゼ Bolognase

１０９１ （１２００）

・ベーコンとモッツァレラチーズのトマトソースパスタ
Tomato sauce pasta with Bacon and mozzarella cheese

１１３７ (1２５０)

・きのことベーコンのクリームソースパスタ
Mushroom & Bacon cream sauce pasta

１１３７ (1２５０)

・グリルチキンとブロッコリーバジルパスタ
Basil souce pasta with grilled chicken and broccoli

・ボンゴレビアンコ Vongole bianco

1１８２ (1３００)
1２７３ (1４０0)

ドリンク SET サービス

８00 円以上のお料理とセットで 100 円引き

☆ スープ Soup
５７３ （6３0)
６64 (7３0)
664 (7３0)

・コーンスープ Corn cream soup
・ミネストローネ minestrone
・クラムチャウダーcramchauder

・本日のスープ Today’ｓ Ｓｏｕｐ （別紙をご覧ください。）

☆サラダ Salad
・オリジナルチキンサラダ Original Chicken Salad
１０００ (税込 1１００ tax inc.)
グリルチキン＆おんたま 等をトッピングした、
ボリュームたっぷりのオリジナルサラダです。

・グリーンサラダ

Green Salad

5２８ (税込 580 tax inc.)

グリーンレタスの、シンプルサラダ。

☆ポットブレッド Pot-Bread
・チキンマカロニグラタン イン・ポッドブレッド
macaroni Gratin with chicken in pot bread
天然酵母ヴァイツェン・ミッシュブロードパンの器に
自家製グラタンを入れオーブンで焼き上げます

８１９ (税込 900 tax inc.)

☆自家製 国産牛すじ肉の赤ワイン煮込み<数量限定＞
国産牛すじ肉に大根を加え、ゆっくり、赤ワインで煮込みました。

８００ (税込 880 tax inc.)

ドリンク SET サービス

８00 円以上のお料理とセットで 100 円引き

☆ おつまみ Appetizers
・自家製ピクルス盛り合わせ

Homemade Mixed Pickles

L ７７３ (８５0) M ５００ (5５0)

・生ハム包みトマトとカマンベールチーズ
Prosciutto wit & Cａｍｅｎｂert cheese

８００ (８８0)

・トルティーヤチップス（サルサ＆アボカドディップ）
Tortilla Chips (with salsa&avocado sauce)

・ガーリックフライドポテト

591 (650)

７７３ (税込 850 tax inc.)

Ftied Garlic Potato

・
・粗びきフランク盛り合わせ
・とりもも唐揚げ

７７３ (税込 850 tax inc.)

Assorted Sausages

Japanese Fried Chicken –KARAAGE

6 個(税込６５０) １２個（税込１２００）tax inc.

・カマンベールチーズフライ（6 ピース）
Fried Cａｍｅｎｂert cheese
５００ （550）

・まるごとカマンベールチーズと
自家製はちみつ漬けミックスナッツのオーブン焼き
Oven-baked, Cａｍｅｎｂert cheese & Honey-mix nuts

1182 (税込 12００ tax inc.)
カマンベールをまるごとオーブンで焼き上げトロトロに。
さらに、自家製ミックスナッツはちみつ漬けをたっぷりのせた贅沢な一品。

KIDS MENU
※小学生以下のお子様まで、ご注文いただけます。

☺ キッズプレート Kids plate

546 (600)

キッズドリンク付き (including kids drink)

☺ キッズポテト Kids French-fried potato

2７３ (３００)
☺ キッズコーンスープ Kids corn-cream soup

2７３ (３００)
☺ キッズドリンク (オレンジ / りんご / パイン / ミルク / ココア)
Kids Drink (orange/apple/pineapple/milk/cocoa)

１８２ (2００)

１５：００～
Half Pizza SEＴ
※ご注文は、お一人、一回まで
他のドリンクに変更できます。
（ハートランド（66０円）以内の
ドリンクに限ります。

ハーフ マルゲリータピザ

ハートランド生ビール(グラス)

Half margherita Pizza

Heartland draft beer (grass)

1091(税込 1200 tax inc.)
※複数ご注文する場合は、ラージサイズの方がお得です

ニューヨークチーズケーキ

濃厚ガトーショコラ

Cheese Cake New York Style

Classic Chocolate Cake

546(税込 600 tax inc.)

591(税込 650 tax inc.)

大人のバナナパウンドケーキ（ラム酒入り）

自家製シフォンケーキ

Original Banana Pound Cake（Rum）

Home-made Chiffon Cake

591(税込 6５０ tax inc.)

546(税込 ６３０ tax inc.)

💚

≪バナナショコラピザ≫

💚

Banana Chocolate PIZZA

891(税込 ９５０ tax inc.)
（シナモンが苦手な方は、お申し出ください。）

【 デザートセット 】 ドリンクとセットで ５０円引き

SWEETS MENU
【 デザートセット 】 ドリンクとセットで ５０円引き

自家製ティラミス Tiramisu
437(税込 ５３０ tax inc.)

自家かぼちゃプディング
Pumpkin pudding

437(税込 ５３０ tax inc.)
inc.) inc.)

コーヒーゼリーCoffee Jelly
500(税込 6００ tax inc.)

バナナ＆フローズンベリー アイスクリーム
Ice cream (with Banana & FrozenBerrys)

546(税込 650 tax inc.)
アッフォガード Affogato
(バニラアイスクリーム、エスプレッソかけ)

500 (税込 6００ tax inc.)

バニラアイスクリーム Vanilla Ice cream
(税込 ４５０ tax inc.)

クリームあんみつ （自家製白玉入り） Anmitsu
８００(税込 ８５０ tax inc.)

