
サラダバーは +¥1,000にてご用意しております。

A la carte

Atlantic Salmon with Asparagus

Kurobuta Pork Chop

Taronga Hamburger Steak, Ginger Sauce

Tandoori Chicken Kebab

Seafood Kebab, Negi Sauce

Catch of the day

Australian Beef Tenderloin 120ｇ（+¥1,000）

Australian Beef Sirloin 150ｇ（+¥1,000）

(Choose one)
Mashed potatoes, French fries

アトランティックサーモンのグリル　アスパラガス添え

黒豚のグリル

タロンガハンバーグ　ジンジャーソース

チキングリルケバブ

シーフードケバブ

本日の魚

オーストラリア産牛ヒレ肉 120ｇ（+¥1,000）

オーストラリア産牛サーロイン肉 150ｇ（+¥1,000）

１つお選び下さい
マッシュポテト　フライドポテト

タロンガビーフバーガー

クラブハウスサンド

グリルフィッシュとサフランリゾット

表示料金に別途税金とサービス料が加算されます。
Prices are subject to applicable taxes and service charge.

Lunch Special from the Grill グリルプレートランチ　

Salad Bar

¥2,200

¥2,500

¥1,600

¥2,000

¥1,800

¥2,100

¥1,000

¥2,000

Supplement with a la Carte for Salad Bar +¥1,000.

Salad Bar サラダバー¥1,200

サラダバー

アラカルト

Includes Salad Bar サラダバー + メインディッシュ

Greens and Legumes
Romaine lettuce, iceberg, celery, cucumbers, carrots, baby leaves

tomatoes, radishes, red onions, endives
ロメインレタス 　アイスバーグ　セロリ　胡瓜　人参　ベビーリーフ

チェリートマト　ラディッシュ　レッドオニオン　アンディーブ

野菜

Antipasto
Niçoise-style salad, grilled vegetables, chickpeas, fusilli pasta

beets and sour cream, seaweed and rice salad, corn and tuna
ニース風サラダ　グリルベジタブル　ヒヨコマメのカレー風味　

フィジッリパスタサラダ　ビーツ＆サワークリーム　岩のりのライスサラダ

コーン＆ツナ

オリジナルサラダ

Steamed chicken, mortadella, spicy shrimp, crispy bacon, croutons,
tomatoes, caper berries, marinated olives, lemon, walnuts, baby mozzarela

蒸し鶏　モルタデッラソーセージ　スパイシーシュリンプ　

クリスピーベーコン　クルトンドライトマト　ケッパーベリー　

マリネオリーブ　クルミ　モッツアレラチーズ

Condiments コンディメント

イタリアン　和風　シーザー　ハーブ　フレンチItalian, Japanese, Caesar, French,herb
Dressings ドレッシング

Oils
Extra virgin olive, pumpkin seed, grape seed, argan, avocado エクストラバージンオリーブオイル　パンプキンシードオイル

グレープシードオイル　アルガンオイル　アヴォカドオイル

オイル

メインを１つお選び下さいMain (choose one)

From The Grill

Lemon thyme sauce, tomato confit

Tomato, asparagus

Café de Paris butter

Spring onion, green beans

Prawn, scallop, swordfish, haricots verts

Café de Paris butter

Café de Paris butter

Japanese beef patty, lettuce, tomato, avocado

Chicken, egg, grilled bacon, lettuce, tomato, avocado

Ratatouille, lemon thyme sauce, asparagus

Spaghetti, clams, coriander

Pumpkin, broccoli, chicken broth, Harissa 

Grilled chicken, chickpeas, asparagus, carrots, pumpkin

レモンタイムソース　トマトコンフィ

トマトコンフィ　アスパラガス

カフェ・ド・パリバター

タマネギ　さやいんげん　

海老　ホタテ　カジキマグロ　さやいんげん

カフェ・ド・パリバター

カフェ・ド・パリバター

Taronga Beef Burger

Club House Sandwich

Grilled Fish with Saffron Risotto

Vongole Pasta with Bottarga

Tagine of Lamb and Chicken with Chorizo Sausage and Couscous

Butter Chicken Curry with Cumin Rice

和牛のパテ　レタス　トマト　アボカド

チキン　卵　グリルドベーコン　レタス　トマト　アボカド

ラタトゥイユ　レモンタイムソース　アスパラガス

スパゲッティ　アサリ　コリアンダー

ハリッサ　カボチャ　ブロッコリ　チキンストック

グリルドチキン　ヒヨコマメ　アスパラガス　人参　カボチャ

Soup of the Day

ボンゴレスパゲッティのからすみ添え

ラムチョップとチキンのタジン　ソーセージ　クスクス添え

バターチキンカレー　クミンライス

本日のスープ

日本国内のヒルトン・ワールドワイド・ホテルでのご宿泊やレストランでのお食事がいつでも

20％offになる有料会員プログラムに参加するにはこちら（レストランのみのご利用は10％off）


