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【数量限定】
○

担々麺 (ザーサイ付き) 1,650円
(税込 1,782円）

カキフライ  キャベツ添え、タルタルソース 1,700円
Ｆｒｉｅｄ Ｏｙｓｔｅｒｓ (税込 1,836円）

2,000円
(税込 2,160円）

鰤のステーキ  大根おろし添え

 和風照り焼きソース

2,200円
(税込 2,376円）

ぜんまい煮・キムチ・焼肉

Ｐｏｒｋ Ｇｉｎｇｅｒ Ｓａｕｔｅ

石焼ビビンバ （スープ付き）

エビ・ホタテ・明太子・ほうれん草・豆もやし

Yellowtail steak with Grated radish

鴨南蛮つけ蕎麦 (とりそぼろご飯付き) 1,650円
(税込 1,782円）

豚しょうが焼き     (ライス付き) 1,650円
(税込 1,782円）

シェフのおすすめメニュー 
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Veal Cutlet with Mozzarella cheese  Tomato sauce

Tongue stew in Red wine sauce

ハンバーグステーキ    目玉焼き添え 2,000円 (税込 2,160円）

  デミグラスソース

Hamburger steak with Fried egg  Demiglace sauce

タンシチュー  　赤ワイン煮込み 2,500円 (税込 2,700円）

国産牛サーロインステーキ    サーロイン150ｇ 3,800円 (税込 4,104円）

  グレービーソース

Beef steak  Gravy sauce

蟹クリームコロッケ 1,850円 (税込 1,998円）

仔牛のカツレツ    モッツァレラチーズ焼 2,200円 (税込 2,376円）

  オリジナルトマトソース

  オリジナルトマトソース

Crab croquettes  Tomato sauce

パン又はライス 300円 (税込 324円）

Bread or Rice

ア ラ カ ル ト 
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シーフードスパゲッティ  ナポリ風  1,650円 (税込 1,782円）

Seafood spaghetti napolitan
ムール貝 帆立 イカ エビ カニ入り

シーフードスパゲッティ  ペペロンチーノ風 1,650円 (税込 1,782円）

ビーフカレー 1,550円 (税込 1,674円）

Beef Curry

カツカレー 1,650円 (税込 1,782円）

Seafood spaghetti peperoncino
ムール貝 帆立 イカ エビ カニ入り

2,300円 (税込 2,484円）蟹ピラフ  （タラバ蟹、ズワイ蟹）
Ｃrab pilaff

Mixed Sandwich

Pork Cutlet Curry

クラブハウスサンドウィッチ 1,650円 (税込 1,782円）

Clubhouse Sandwich

ミックスサンドウィッチ 1,200円 (税込 1,296円）

パ ス タ 

 ピ ラ フ / カ レー 

サ ン ド ウ ィ ッ チ 
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白菜キムチ 600円 (税込 648円）

Korean pickles

茹で落花生 650円 (税込 702円）

Pickled chinese cabbage and sakura shrimp

板わさ 700円 (税込 756円）

Fish plate w/Japanese horseradish

豚舌とザーサイの胡麻油和え 700円 (税込 756円）

Boiled peanut

小胡瓜辛みそ和え 650円 (税込 702円）

Cucumber miso met

白菜甘酢漬け(桜エビ入り） 700円 (税込 756円）

Squid broiled

さつま揚げ天 800円 (税込 864円）

Fried fish balls heaven

蛸の唐揚げ 850円 (税込 918円）

Sesame oil of butatan and pickles met

ごぼうスティック 700円 (税込 756円）

Fried burdock

いかの炙り焼き 700円 (税込 756円）

Fried octopus

お つ ま み 
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Smoked Salmon w/sliced onion

コンソメスープ 750円 (税込 810円）

Clear Soup

オニオングラタンスープ 1,000円 (税込 1,080円）

生ハム　スライスオニオン添え 1,500円 (税込 1,620円）

Raw ham w/sliced onion

スモークサーモン スライスオニオン添え 1,700円 (税込 1,836円）

Combination Salad

特製シェフサラダ 2,400円 (税込 2,592円）

Special Chef's Salad
ハム  ローストビーフ チキン

Onion Gratin Soup

トマトサラダ 600円 (税込 648円）

Tomato Salad

コンビネーションサラダ 800円 (税込 864円）

スモークサーモン  ホタテ  エビ  カニ入り

※特製シェフサラダはご提供までお時間が掛かります。予めご了承くださいませ。

前   菜 

ス  ー  プ 

サ ラ ダ 
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生ビール（グラス） 570円 (税込 616円）

Draft Beer

アサヒ スーパードライ  （中瓶） 850円 (税込 918円）

生ビール（ジョッキ） 820円 (税込 886円）

Draft Beer

Non Alcohol Beer Pint
（サントリー　キリン　アサヒ  サッポロ）

レモンチューハイ 550円 (税込 594円）

Lemon Shochu-high

Beer Pint

アサヒ ドライブラック  (小瓶) 670円 (税込 724円）

Black Beer

ノンアルコールビール　（小瓶） 650円 (税込 702円）

Shochu Hakusui

薩摩の風（芋焼酎） 600円 (税込 648円）

Shochu Satsumanokaze

杉　錦（１８０ｍｌ） 800円 (税込 864円）

ノンアルコールチューハイ 500円 (税込 540円）

Non Alcohol Shochu-high

白　水（麦焼酎） 600円 (税込 648円）

Daiginjyo Suginisiki

梅　酒 550円 (税込 594円）

Umeshu

※当クラブでは、お車を運転されるお客様にはアルコールを提供いたしません。

Sake Suginisiki

高　砂 【冷　酒】（３００ｍｌ） 1,100円 (税込 1,188円）

Sake Takasago

純米大吟醸 杉錦（７００ｍｌ） 4,000円 (税込 4,320円）

ビ ー ル 

日 本 酒 

焼   酎 
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Yamazaki

サントリー 白州 12年 1,200円 (税込 1,296円）

Hakusyu

サントリー ローヤル 750円 (税込 810円）

Royal

サントリー 山崎     12年 1,200円 (税込 1,296円）

サントリー  響 17年 1,450円 (税込 1,566円）

Hibiki

オールドパー 12年 1,000円 (税込 1,080円）

ジャックダニエル・シングルバレル 1,150円 (税込 1,242円）

Jack daniel's

ワイルドターキー 1,150円 (税込 1,242円）

Old parr

シーバスリーガル  18年 1,200円 (税込 1,296円）

Chivas Regal

かみのやま    (赤・白) 850円 (税込 918円）

Ste.Neige Excellente
（日本/山梨県）

※当クラブでは、お車を運転されるお客様にはアルコールを提供いたしません。

Wild turkey

バランタイン 17年 1,450円 (税込 1,566円）

Ballantine's

ウ ィ ス キ ー 

ワ  イ  ン 
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Tea

カフェオレ 550円 (税込 594円）

Café au lait

ミルク 450円 (税込 486円）

コーヒー 450円 (税込 486円）

Coffee

紅茶 450円 (税込 486円）

Coca cola

コカコーラ ZERO 450円 (税込 486円）

Coca cola zero

ジンジャーエール 450円 (税込 486円）

Milk

ウーロン茶 450円 (税込 486円）

Oolong tea

コカコーラ 450円 (税込 486円）

Tomato juice

グレープフルーツジュース 450円 (税込 486円）

Grapefruits juice

ぶどうジュース 450円 (税込 486円）

Ginger ale

オレンジジュース 450円 (税込 486円）

Orange juice

トマトジュース 450円 (税込 486円）

Fresh grapefruits juice

箱根西麓三島野菜 600円 (税込 648円）

 にんじんジュース
"Hakoneseiroku Vagetable"Carrot Juice

Grape juice

ペリエ 600円 (税込 648円）

Perrier

生グレープフルーツジュース 900円 (税込 972円）

ソ フ ト ド リ ン ク 


