Food Selection

Lobster Rolls
and Original Burgers
Traditional Lobster Roll

4,000

New England Bun, Creamy Cheddar Cheese, Lobster and Coleslaw
トラディショナル ロブスターロール
ニューイングランドバンズ クリーミーチェダーチーズ
ロブスター コールスロー

Mushroom Lobster Roll

4,000

New England Bun, Champignons Mushroom,
Creamy Dijon Mustard, Lobster and Cucumber
マッシュルーム ロブスターロール
ニューイングランドバンズ シャンピニオンマッシュルーム
クリーミーチェダーチーズ

The Dirty Burger

4,000

Aged Montgomery Cheddar Cheese,
House made Smoked BBQ Sauce, Bacon and Onion Rings
ダーティーバーガー
熟成したモンゴメリーチェダーチーズ
自家製燻製バーベキューソース ベーコン オニオンリング

Avocado Burger

3,700

Beef Patty, Avocado Salsa, Fried Egg and Sour Cream
アボカドバーガー
アボカドサルサ フライドエッグ サワークリーム

*Served with French Fries and Petite Salad
上記のロブスターロール バーガーにはフレンチフライとミニサラダが付きます

Clean Burger

2,800

Patty made from Potatoes, Potato Starch, Onions, Carrots,
Oregano, Olive Oil and Seitan
Multi Cereal Burger Buns from Maison Kayser, Miso, Tofu, Hummus
クリーンバーガー
パテ（ジャガイモ, ポテトスターチ, オニオン, キャロット,
オレガノ, オリーブオイルセイタン）
マルチグレインバーガーバンズ 味噌 豆腐 フムス

*Served with Vegetable Sticks
クリーンバーガーには野菜スティックが付きます

Should you have any questions regarding origin of ingredients or allergies,
please kindly inquire with the service staff
All prices quoted are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% service charge

All Day Menu
Salad
Hawaiian Poke Salad

1,400

with marinated salmon and sesame seeds
ハワイ風ポキサラダ サーモンのマリネと胡麻

Green Salad

1,600

with grated fresh carrots and raisins
グリーンサラダ 人参とレーズン

Caesar Salad

2,200

with grilled chicken and artisan smoked bacon
シーザーサラダ グリルチキンとベーコン

Niçoise salad

2,400

with fresh seared tuna
ニース風サラダ まぐろのたたき

Soup
Chicken and Sweetcorn Soup

1,300

チキンとスイートコーンのスープ

Roasted Heirloom Tomato Soup
ローストトマトのスープ

食材の原産地や食物アレルギーに関するご質問がございましたら
何なりとスタッフにお問い合わせ下さいませ
表示料金はすべて日本円で消費税と１５％のサービス料を別途申し受けます

1,300

Main Dish
Grilled Rib-Eye Steak

5,700

Baked potato with sour cream and chives
グリルリブアイステーキ

ベイクドポテト サワークリームとチャイブ

Fish of the Day

4,000

Potato purée
本日の魚料理

ポテトピューレ

Salmon Steak

2,500

with corn and green pea salad
サーモンステーキ

コーンとグリーンピース

Quiche (cooking time 20 minutes)

1,500

Potato quiche with raclette cheese
キッシュ

ラクレット入り自家製ポテトキッシュ

Grilled Chicken Breast

2,500

with potato purée, lemon and olive sauce
鶏胸肉のグリル

ポテトピューレ レモンとオリーブのソース

Mezze Penne “Norma” Style

1,500

Fried aubergines, tomato and pecorino cheese
メッゼペンネ“ノーマ”スタイル

揚げ茄子 トマト ペコリーノチーズ

Spaghetti with Tomato Sauce

1,900

ポモドーロスパゲティ

Homemade Traditional Oven-Baked Lasagna

1,300

自家製ラザーニャ

Lobster Mac’N Cheese

3,500

Crustacean emulsion, macaroni
ロブスターマカロニチーズグラタン

Should you have any questions regarding origin of ingredients or allergies,
please kindly inquire with the service staff
All prices quoted are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% service charge

Sandwich
BLT Sandwich

2,000

with honey glazed, artisanal bacon, tomatoes and lettuce
BLT サンドイッチ

ハニーグレイズドベーコン トマト レタス

Club Sandwich

2,500

Toasted whole wheat or white bread
Thick slices of chicken, lettuce, bacon, tomatoes and soft-fried eggs
クラブサンドイッチ（全粒粉またはホワイトブレッドのトースト）

鶏肉のスライス レタス ベーコン トマト 半熟フライドエッグ

Pastrami Sandwich

2,200

Emmental cheese, Sauerkraut, Dijon mustard
パストラミサンドイッチ

エメンタールチーズ ザワークラウト ディジョンマスタード

Smoked Salmon Ciabatta

2,700

Brown ciabatta bread and celeriac remoulade
スモークサーモンのチャバタ

温かいブラウンチャバタ 根セロリのレムラードソース

Ham & Cheese Toast

2,000

Cooked black iberico ham, fontina cheese
ハムとチーズのトースト

ポークハム フォンティナチーズ

Avocado on Toast with Poached Eggs

1,500

アボカドトースト 温かいポーチドエッグと共に

Falafel and Eggplant Sandwich with Sesame Dressing
ファラフェルと揚げ茄子のサンドイッチ 胡麻のドレッシング

All sandwiches served with French fries and choice of petite salad
or soup of the day
全てのサンドウィッチにフレンチフライが付きます。
ミニサラダ又は本日のスープをお選びいただけます。

食材の原産地や食物アレルギーに関するご質問がございましたら
何なりとスタッフにお問い合わせ下さいませ
表示料金はすべて日本円で消費税と１５％のサービス料を別途申し受けます

1,300

Bar Snack
Fish and Chips

2,000

Fried fillet of cod with crispy French fries
フィッシュアンドチップス

鱈のフライとクリスピーフライドポテト

BBQ Pork Ribs

2,500

Marinated in smoked whisky and tomato sauce
served with heart of lettuce and baked potatoes
ポークリブのバーベキュー

バーベキューソースでマリネしたポークリブ
ロメインレタスとローストポテト

Cheese Board

2,500

チーズの盛り合わせ

Charcuterie Board

2,000

シャルクトリーの盛り合わせ

Parma Ham

2,600

served with petite salad
パルマハム

ミニサラダと共に

Coconut Macadamia Deep Fried Shrimp Bucket

2,000

with fresh salsa
シュリンプフライ ココナッツとマカダミアナッツの衣揚げ

トマトサルサ添え

Paprika French Fries and Vinegar

1,200

パプリカ風味のフライドポテト

Falafel and Hummus Dip

1,200

ファラフェルのフライとフムスのディップ

Should you have any questions regarding origin of ingredients or allergies,
please kindly inquire with the service staff
All prices quoted are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% service charge

Asian Specialty
Chicken Satay

2,000

Cucumber and chili, roasted peanut sauce and rice cake
チキンサテー

胡瓜とチリ ローストしたピーナッツのソース 餅

Wonton Noodle Soup

1,650

Scallion and ginger infused broth
with steamed wontons and barbeque pork
ワンタンヌードルスープ

分葱と生姜のスープ ワンタンとチャーシュー

Artisanal Soba Noodles (Hot or Cold)

2,300

with Prawn and Vegetable Tempura
職人手打ち蕎麦 海老、野菜天ぷら (温かい蕎麦または冷たい蕎麦)

Oyakodon

2,500

Rice Bowl with organic Chicken and renowned Hayama Eggs
親子丼

オーガニック鶏肉と葉山卵

Vietnamese Prawn and Rice Noodle Salad

2,500

ベトナム風海老とライスヌードルサラダ

Hainan Chicken Rice

2,000

海南チキンライス

Curry Laksa
カレーラクサ

食材の原産地や食物アレルギーに関するご質問がございましたら
何なりとスタッフにお問い合わせ下さいませ
表示料金はすべて日本円で消費税と１５％のサービス料を別途申し受けます

2,000

Dessert
Fava Tonka Crème Brûlée

1,700

トンカ豆のクレームブリュレ

New York Cheese Cake, Blueberry Compote

1,800

ニューヨークチーズケーキ ブルーベリーコンポート添え

Pancakes

2,300

with raisin, maple syrup and Macadamia ice cream
パンケーキ

レーズン メープルシロップ マカダミアナッツのアイスクリーム

Banana Split

1,500

with chocolate and strawberry ice cream, crunchy almonds
バナナスプリット

チョコレートとストロベリーのアイスクリーム アーモンドクランチ

Selection of Ice Cream

1,300

(3 scoops with choice of vanilla, chocolate, strawberry
or macadamia nuts)
アイスクリーム セレクション

(チョコレート ストロベリー バニラ マカデミアナッツより３スクープをお選び下さい）

Should you have any questions regarding origin of ingredients or allergies,
please kindly inquire with the service staff
All prices quoted are in Japanese Yen and subject to consumption tax and 15% service charge

