
卵　/ 乳

乳

乳

APPETIZER 前菜

卵　/ 乳
オレンジキャロットラペ   500
甘い人参を厳選し、甘酸っぱくマリネしました。

スパイスの香りがアクセントです。

乳　/　ピーナッツ
スパイシークランチナッツ   500
スパイスの香りがアクセントになった、

ビールのおつまみに最高な自家製クランチナッツ。

ラタトゥイユ   500
季節の野菜をふんだんに入れて、

トマトソースで軽く煮込んだ前菜です。

三崎直送鮮魚
とちおとめのカルパッチョ   1,500
季節の白身魚に、苺やオリーブ

アンチョビがアクセント。

鎌倉ビールやワインとの相性も抜群です。

ラコン / 鎌倉ハム マッシュポテト　　　1,000
鎌倉ハム富岡商会のリブロースハムを

薄くスライスしマッシュポテトに載せました。

鎌倉ソーセージのロースト　　　1,250
熟成粗びきソーセージを

ジューシーに焼き上げました。

３種類のお味をお楽しみ頂けます。

小麦　/　卵　/ 乳

フライドポテト
アイオリソース   650
定番のほくほくアツアツポテトフライ。

鎌倉ビールとの相性も抜群です。

神奈川地野菜のグリル   780
神奈川県の新鮮な産直野菜を

シンプルに香ばしくグリル。

野菜本来の旨味をお楽しみ頂けます。

小麦　/　卵　/ 乳

フィッシュ　&　チップス
アンチョビ　タルタルソース　　　1,100
季節の白身魚をふっくらと揚げました。

ハーブたっぷりの自家製タルタルソースと

お楽しみください。

小麦　/　卵　/ 乳

ゼッポレ トマトソース   750
青海苔が香る、もっちもちのイタリアの

揚げパンです。トマトソースを

つけてお召し上がり下さい。

SALAD  サラダ

卵　/ 乳 小麦　/　卵　/ 乳

鎌倉ベーコンの
グリルドシーザーサラダ　　　1,300
グリルしたロメインレタスとベーコンを

豪快に盛り付けた、シーザーサラダです。

三浦野菜のグリーンサラダ
ゴッテスドレッシング　　　1,100
新鮮な三浦野菜をふんだんに使用した

グリーンサラダ。

特製ハーブドレッシングでどうぞ。

SOUP スープ

小麦　/ 乳

オリジナルオニオン
グラタンスープ   1,200
タマネギの旨味が凝縮された、

チーズたっぷりのグラタンスープ。

自家製カンパーニュとお楽しみください。

北海道産ピーナッツ
かぼちゃのクリームスープ   780
素材本来のかぼちゃの

甘味たっぷりの自家製スープです。



小麦　/　卵　/ 乳
黒毛和牛のミートソーススパゲティ

黒毛和牛をたっぷり使った、濃厚で贅沢なミートソーススパゲティです。

1,680

小麦　/　卵　/ 乳
神奈川県産平飼い有精卵と鎌倉ベーコンのカルボナーラ

鎌倉ベーコンをごろっと乗せ
相模原の有精卵を使ったクリーミーな特製カルボナーラ

1,580

小麦　/　卵　/ 乳
鎌倉ベーコンのナポリタン

肉厚の鎌倉ベーコンとまろやかなトマトの甘味。
お子様から大人までお楽しみ頂けます。

1,580

PASTA パスタ RICE  ライス

＊ 表示価格は税込となっております　　　＊ アレルギー特定原料素材を含むメニューは赤文字で表記しております

大盛り　　　＋ 300

小麦　/　卵　/ 乳　/　カニ
渡り蟹のトマトクリームスパゲティ

大きな渡り蟹を半身使い、濃厚な旨味だけを
凝縮させたクリーミーな贅沢パスタ

2,200

小麦　/ 乳

特製ビーフカレー 自家製アチャール

黒毛和牛を使用し、上にはサイコロステーキを乗せた
豪華な欧風ビーフカレーです。

1,580

小麦　/　卵　/ 乳

神奈川地野菜の和牛ミートドリア

黒毛和牛のミートソースの上に、神奈川県の新鮮な
産直野菜をたっぷり乗せた、チーズドリアです。

1,480

小麦　/　卵　/ 乳

平飼い有精卵のとろとろオムライス デミグラスソース

厳選した相模原の平飼い卵をとろとろに仕上げました。
特製デミグラスソースでお楽しみ下さい。

1,680

小麦　/　卵　/ 乳　/　エビ　/　カニ
渡り蟹のシーフードドリア

渡り蟹をはじめ、エビやイカ、タコなどたっぷりの魚介類を乗せ
シーフードの濃厚な旨味が凝縮されたトマトソースのドリアです。

2,000



GHローストビーフ 　　　　　       　　　180g   3,500 / 300g   5,500
鎌倉ビールの醸造過程で出るモルトフィードをまとわせ、
香ばしくジューシーに焼き上げました。同じくモルトフィードを使用した、
濃厚なグレービーソースでお召し上がりください。

乳

ASUビーフ ステークフリット オニオンソース            2,980
牧草のみで育ったヘルシーで良質な牛肉を使用。
赤身本来の旨味をお楽しみ頂けます。

小麦
黒毛和牛のやわらかビーフシチュー     　　　　　　　　          2,850
厳選した国産牛ほほ肉をじっくりと煮込んだ、ビーフシチューです。
小麦　/　乳

骨付き みちのく清流鶏のコンフィ マスタードソース  　   1,800
ほろほろにコンフィした骨つきの鶏もも肉とマスタードの相性が抜群です。
小麦　/　乳

小麦　/　卵　/ 乳

小麦　/　卵　/ 乳

卵　/ 乳

卵

卵

卵　/ 乳

小麦　/　卵　/ 乳

小麦

乳

小麦　/　卵　/ 乳

小麦　/　卵　/ 乳

乳

卵　/ 乳

・　黒毛和牛グリルドハンバーグ デミグラスソース

・　神奈川地野菜の和牛ミートドリア

・　フライドポテト 

・　北海道産ピーナッツかぼちゃのクリームスープ

・　オレンジキャロットラペ

・　三浦野菜のグリーンサラダ ゴッテスドレッシング

・　フィッシュ　&　チップス タルタルソース

・　パンナコッタ

・　GHカンパーニュ

GARDEN HOUSE COMBO ( L )   2,800
みんなが大好きな洋食を贅沢に盛り合わせた、当店一番人気のプレートです。

ジューシーさが自慢のハンバーグや、野菜をたっぷり使ったドリアを始め、9つのメニューがワンプレートで楽しめます。

MAIN DISH  メインディッシュ

黒毛和牛グリルドハンバーグ　デミグラスソース　　　2,600
黒毛和牛を使用した肉厚ジューシーな特製ハンバーグです。

・　平飼い有精卵のフライドエッグ （ 目玉焼き ）

・　平飼い有精卵のポーチドエッグ （ 温泉卵 ）

・　オリジナルチーズソース

TOPPING

・　ライス   ＋200　　　　　　　　　　　　　・　GHCカンパーニュ   ＋200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　GHCブリオッシュ   ＋200

SIDE MENU

自家製酵母のカンパーニュです。

パンは代官山のベーカリーで焼き上げてます。

リッチなバターが香る優しいパンです。

PLATE プレート  

＋250

＋250

＋250



小麦　/　卵　/ 乳

小麦　/　卵　/ 乳

小麦　/　卵　/ 乳

小麦　/　卵　/ 乳

卵　/ 乳

DESSERT  デザート

PANCAKE パンケーキ

ラムレーズン バスクチーズケーキ   850
黒く焦げたような焼き目が特徴のお菓子。

滑らかでクリーミーな口どけのチーズケーキです。

モイストガトーショコラ   850
こだわりのカカオを使い、小麦粉を一切使わず

しっとりと焼き上げたチョコレートケーキです。

季節のフルーツパフェ   1,480
旬のフルーツがたっぷり入った、

大人も子供もワクワクするパフェです。

小麦　/　卵　/ 乳

卵　/ 乳

シーズナルジェラート   780
季節のジェラートです。

詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

オーガニック
アールグレイのクレームブリュレ   800

有機のアールグレイを使用した、

香り高いクレームブリュレです。

レモンパンケーキ
オーガニックメープルシロップ　　　1,650
小麦粉からこだわり、風味豊かでリッチな味わい。
ふわっともちっとした食感をお楽しみください。

シーズナルパンケーキ　　　1,780
旬のフルーツなどをふんだんに
乗せた、季節のパンケーキです。

＊ 表示価格は税込となっております　　　＊ アレルギー特定原料素材を含むメニューは赤文字で表記しております

＊ 写真はイメージです

＊ 写真はイメージです


