
Concept
フレッシュハーブティーや薬膳茶など、健康にも配慮した美味しい

ドリンクと、日本中そして世界中からセレクトしたこだわりのフードを

提供する、本物を知る大人にも楽しんでいただけるお店です。

Tea Room
THE GARDENは、私たちが本当に美味しいと思うものを、
全国そして世界中から厳選して提供する食のセレクトカフェです。
まずは地元の隠れた名店の味を中心にご紹介。
今後順次メニューを拡大予定です。

Wine Bar
ボトルでは手が届きにくい憧れの銘柄ワインを、グラスで提供いたします。
シンプルで居心地の良いラウンジの様な空間で、
上質な大人の時間をお楽しみいただけます。



Lunch Menu
１１：００～１８：００

オープンサンドセット

マッシュルームスープ

ドリンク

＋

￥1,500 （税込）

① スモークサーモンとクリームチーズ

セットドリンクの中から１杯お選びください。

トマトベースの

② いちじくと生ハム

柔らかいカンパーニュの上に濃厚なクリームチーズ
とスモークサーモンを乗せました。
ピンクペッパーとケッパーがアクセントになり、
レモンの香りでさっぱりといただけます。

松戸 のパンを使用。

パスタセット

① アラビアータ

② 季節限定
ドリンク

＋

￥1,500 （税込）

グリーンサラダ
新鮮なハーブを使用した

セットドリンクの中から１杯お選びください。

唐辛子の辛さとフレッシュなトマトソース
が絡んだ絶品のショートパスタです。爽や
かなバジルの香りもお楽しみください。

四季それぞれの旬な食材を使用したパスタです。
詳しくはスタッフまでお尋ねください。

柔らかく甘みのあるいちじくと生ハムの塩気が絶妙
にマッチしています。仕上げに蜂蜜をかけ、デザー
トとしてもお召し上がりいただけます。

ツォップ



カレーセット

グラタンセット

ドリンク

＋

￥1,800 （税込）

グリーンサラダ
新鮮なハーブを使用した

セットドリンクの中から１杯お選びください。

① ペンネグラタン

柏の名店「トラットリア・キッコ」のベシャメルソースとラグーソースを
使用しております。
チーズもたっぷりかけ、お子様から大人まで楽しめる味です。

① キーマカレー

② ポークカレー

③ バターチキンカレー

元ANA料理長の経歴を持つフレンチシェフが材料、スパイス、作り方に
とことんこだわった化学調味料不使用の渾身のカレーです。

スパイスが香り高くお肉の味わいと野菜の甘みが
口の中に広がります。

ピクルス＋ドリンク
セットドリンクの中から１杯お選びください。

￥1,800 （税込）

スパイシーで豊かなコクと時間をかけて煮込んだ
ポークのとろける味わいです。

ピクルス＋ドリンク
セットドリンクの中から１杯お選びください。

￥1,800 （税込）

じっくり焼き上げた国産骨付きチキンと、ココナッツ
ミルクとトマトピューレで煮込んだカレーはマイルド
かつスパイシーで贅沢なカレーです。

ピクルス＋ドリンク
セットドリンクの中から１杯お選びください。

￥2,300 （税込）



Drink

COFFEE

TEA

ソフトドリンク

アルコール

コーヒー （hot/iced） ￥600

カフェラテ （hot/iced ) ￥650

エスプレッソ ￥500

紅茶 （hot/iced） ￥600

アップルジュース
無農薬で栽培されたりんごを用いたストレート果汁100％ジュースです。

自家製ジンジャーエール （hot/iced）

自家製レモネード （hot/iced）

スパークリングウォーター

バージンモヒート

本日のグラスワイン スパークリング
赤ワイン/白ワイン

クラフトビール
隣接するクラフトビール製造所「BEER BRAIN BREWERY」の本格クラフトビール。

￥800

￥650
￥850

コロナビール/ハートランド ￥750

￥500

￥600

￥600

￥500

￥700



THE GARDEN ブレンド ￥ 750 （税込）
スペアミント ・ ペパーミント ・ レモングラス ・ ローズマリー

フレッシュミントティー ￥700 （税込）
スペアミント ・ ペパーミント

本日のフレッシュハーブティー ￥700 （税込）

詳しくはスタッフまでお尋ねください。

hot/iced

hot/iced

hot/iced

CLEAN クリーン

￥650 （税込）

ショウレンギョウ・ニンドウ・ビワヨウ・バンランコン

hot/iced

効果：抗菌、鎮痛等

BEAUTY  ビューティ
サンザシ・チンピ・ベニバナ・ベニフウキ紅茶・ウコン効果：胃もたれ、血行促進等

CONDITION コンディション

しそ茶・チンピ・ナンバンゲ効果：消化促進、むくみ改善等

ENERGY  エナジー

チンピ・べにふうき紅茶・黒にんにく表皮効果：花粉症、抗アレルギー作用等

ALAIN MILLIAT アラン・ミリア

温州みかんジュース

LOVEVADOS APPLE JUICE 

Château de  Crans (ぶどうジュース)

原材料の産地や製法にこだわり、果実本来の風味が味わえるフランス産のブドウジュース。

愛媛県吉田町で作られ、市場には中々出回らないものを特別に仕入れました。
濃厚ながら酸味と甘みのバランスがよく軽やかなみかんジュースです。

青森県モホドリ蒸溜研究所で年に一度しか作られない、酸味 甘さ 香り のバランスが絶妙な
りんごジュースです。

￥700

￥750

￥750

フレッシュハーブティー

薬膳茶

スイスの伝統的白ワイン品種のシャスラを使っており、フルーティーな香りと
軽やかな酸味が特徴です。食通が最後に辿り着くワインと言われています。

￥750



￥600

デザート

フィナンシェ

湯島のワインレストラン「ブテイユ」

￥500

湯島のワインレストラン「ブテイユ」

クリームブリュレ

抹茶のロールケーキ

新柏「オペラ座」

クラシックショコラ

季節のパウンドケーキ

野田市「ロイヤルSCテニスクラブ」

アフォガード

東京や地元から厳選した名店の味が集結。

新柏「オペラ座」

ソリトマーゴの香り高い豆を使用

レモンのシャーベット

柏のイタリアン「トラットリア・キッコ」

外はカリッと中はしっとり、焦がしバターの香りが広がります。

キャラメリゼしたきび砂糖の食感、ラム酒がふんわり香ります。

香ばしい抹茶の香りと大納言の絶妙なバランス。

すっきりした控えめな甘さと季節のフルーツの味わい。

しっとりとした食感に甘酸っぱい季節のフルーツを贅沢に。

深煎りの豆を使用したエスプレッソはバニラアイスによく合います。

キリっとした酸味とレモンピール、滑らかでフワフワな食感。

￥500

￥500

￥500

￥600

￥600

ドリンクセット ＋５００円



a la carte 

APPETIZER  / 前菜

ドライフルーツ
ミックスナッツ
ピクルス
バゲット
ブルスケッタ
季節野菜のバーニャカウダ
オイルサーディンのアヒージョ

￥500

￥500

￥500

￥300

￥700

￥1,000

￥1,000

ASSORTMEAT / 盛り合わせ

生ハムとサラミの盛り合わせ
前菜の盛り合わせ
おすすめチーズ三種盛り合わせ

LIGHT MEAL / 軽食

ラタトゥイユ
生ハムとハーブのサラダ
季節のスープ

￥800

￥800

￥500

￥1,300

￥1,200

￥1,500

MAIN DISH/ お食事

スモークサーモンのオープンサンド
ポークステーキ
本日のパスタ
ペンネとラグーソースのグラタン
キーマカレー
ポークカレー
チキンカレー

￥1,000

￥1,600

￥1,200

￥1,300

￥1,500

￥1,500

￥2,000

元ANA料理長の経歴を持つフレンチシェフのスペシャリテ

複数人でのシェアがおすすめです。 ぜひお試しください。

ビーフシチュー ￥4,600



THE GARDENは「子供地球基金」を支援しています。

子供地球基金（KIDS EARTH FUND）は、1988年の創立以来、病気、戦争、災害など

で心に傷を負った世界中の子どもたちへ画材や必要な物資の寄付を続けています。

また、こうした子どもたちの精神的なよりどころとなる施設「キッズ・アース・ホーム」を

クロアチア、ベトナム、カンボジアなど、世界12箇所に設置しました。

年間約100回のアートワークショップを行っており、活動を通して得られた絵は、

カレンダーやカードなど様々なデザインに使われ基金となり、世界中の子どもたちに還元

する“Kids Helping Kids（子どもたちが子どもたちを救う）”活動です。

THE GARDENの売上の一部は子供地球基金に寄付されます。子どもの絵が飾られた

THE GARDENの店内で豊かな時間を過ごしていただくことが世界中の子どもたちへの

支援につながります。店内に設置された画集の中の子どもたちの絵はリトグラフで購入し

ていただくことができます。

詳しくはお尋ねください。


