3-course Lunch menu
Entree
Maple roasted pumpkin, blue Cheese & salt baked beetroot salad
pancetta crisp, candied walnuts & pomegranate dressing
メイプルローストパンプキン、ブルーチーズ＆ソルトベイクビートルートのサラダ
パンチェッタクリスプ、キャンディーウォールナッツ＆ザクロのドレッシング
Main
Roast American Turkey, light & dark meat, cornbread chestnut &
sausage dressing, cranberry ginger relish, giblet gravy, mashed
potatoes, autumn vegetables
ローストアメリカンターキー、ライト＆ダークミート、コーンブレッドチェスナッツ＆ソーセージドレッシ
ング、クランベリージンジャーレリッシュ、
ジブレットグレービー、マッシュポテト、秋野菜
Dessert
Baked chocolate ganache, espresso bean cookie, natural yogurt
gelato,organic wild berry coulis
ベイクドチョコレートガナッシュ、エスプレッソビーンクッキー、ナチュラルヨーグルトジェラート、オー
ガニックワイルドベリークーリー
or
Set “Cheesecake” with Raspberry compote & hazelnut black sesame
crumble
セット”チーズケーキ”、ラズベリーコンポート＆ヘーゼルナッツブラックセサミクランブル
4-course Dinner menu
Amuse
Sea Urchin Mousse with Ginger Vinaigrette, chives & cucumber
ウニのムース、ジンジャーヴィネグレッド、チャイブ＆きゅうり
Entree
Maple roasted pumpkin, blue Cheese & salt baked beetroot salad
pancetta crisp, candied walnuts & pomegranate dressing
メイプルローストパンプキン、ブルーチーズ＆ソルトベイクビートルートのサラダ
パンチェッタクリスプ、キャンディーウォールナッツ＆ザクロのドレッシング
Main
Roast American Turkey, light & dark meat, cornbread chestnut &
sausage dressing, cranberry ginger relish, giblet gravy, mashed
potatoes, autumn vegetables
ローストアメリカンターキー、ライト＆ダークミート、コーンブレッドチェスナッツ＆ソーセージドレッシ
ング、クランベリージンジャーレリッシュ、
ジブレットグレービー、マッシュポテト、秋野菜
Dessert
Baked chocolate ganache, espresso bean cookie, natural yogurt
gelato,organic wild berry coulis
ベイクドチョコレートガナッシュ、エスプレッソビーンクッキー、ナチュラルヨーグルトジェラート、オー
ガニックワイルドベリークーリー
or
Set “Cheesecake” with Raspberry compote & hazelnut, black sesame crumble
セット”チーズケーキ”、ラズベリーコンポート＆ヘーゼルナッツブラックセサミクランブル

Thanksgiving Buffet menu
Entree
Freshly baked breads with dips and spreads
Apple Beetroot blue cheese salad, walnuts, grapes, pomegranate
Maple roasted Pumpkin salad
Quinoa Tabouleh
Caesar Salad with Avocado
パンと盛り合わせ ディップ＆スプレッド
リンゴとビートルート、ブルーチーズのサラダ、ウォールナッツ、グレープ、ザクロ
メイプルローストパンプキンサラダ
キヌアタブーリ
シーザーサラダ、アボカド
Main
Roast American Turkey
cornbread dressing,cranberry relish,giblet gravy
Slow Roasted BBQ Brisket
(fork tender) with a selection of homemade sauces
New England Fish Pie
scallops, shrimp, clams, crabmeat, topped with puff pastry
ローストアメリカンターキー、コーンブレッドドレッシング、クランベリーレリッシュ、ジブレットグレービ
スローローストBBQブリスケット、セレクションホームメイドソース
ニューイングランドフィッシュパイ、ホタテ、エビ、クラム、カニ、パフペストリー
Vegetables & grains
Crispy Kale, with garlic
Creamy leeks with thyme and nutmeg
Glazed carrots almonds, Cardamon & coriander
Mashed Potatoes
Braised Red Cabbage
Wild mushrooms in garlic butter with herbs
クリスピーケール、ガーリック
クリーミーリーク、ナツメグ＆コリアンダー
グレイズキャロット＆アーモンド、カルダモンとコリアンダー
マッシュポテト
⾚キャベツの煮込み
ワイルドマッシュルーム、ガーリックバター、ハーブ
Desserts
Baked Chocolate ganache, warm chocolate sauce, berries
Set “Cheesecake”, Raspberry compote,hazelnut sesame crumble Warm Apple tarte tatin
Southern Pecan Pie
Thick cream, Ice creams & sorbets
ベイクドチョコレートガナッシュ、温かいチョコレートソース、ベリー
セット”チーズケーキ”、ラズベリーコンポート、ヘーゼルナッツセサミクランブル
温かいアップルタルトタタン
サウザンピーカンパイ
アイスクリームとソルベ

