LUNCH (

)

weekday’s Monday to Friday,
excluding National Holidays

[11:00 〜16:00]

ランチはドリンクがセットになっています。以下からお選びください。

served with a your selection of any one type of drink from the list below included in the price

コーヒー / 紅茶（ホット又はアイス）、コーラ、ジンジャーエール、ピンクレモネード、アップルミントジガー

*Coffee - Tea (hot or iced) Cola - Ginger Ale - Pink Lemonade - Apple & Mint Jigger

House Salads フォカッチャブレッド付き
シーザーサラダ

House Salads served with a side of our focaccia bread

900

Caesar Salad

900

Vashon House Salad

ロメインレタス、
クラシックドレッシング、
ベーコン
アボカド、
カルディニ ガーリッククルトン

ヴァションハウスサラダ

900
mixed greens, apples, blue cheese, spiced walnuts
dried cranberries apple vinaigrette

アップル、
ブルーチーズ、
スパイスドウォールナッツ、
クラン
ベリー＆アップルヴィネグレットドレッシング

バンバンチキンサラダ

Bang Bang Chicken Salad

900

shredded chicken, Asian vegetables, crisp noodles
coriander, homemade Asian dressing

細切りチキン、
アジアンベジタブル、
クリスピーヌードル
コリアンダー、
自家製アジアンドレッシング

Burgers-Clubhouse-Steak

900

Burgers-Clubhouse-Steak

フレンチフライ又はコールスローが付きます。
どちらかおひとつお選びください。

Burgers & Sandwiches are served with a choice of either Skinny Fries or Cabbage Slaw
100% BEEF Patty Burgers

ビーフ100% ハンバーガー BBQソース、全粒粉セサミバンズ

ヴァションバーガー

900

Romaine leaves, classic dressing, smoky bacon
avocado, garlic croutons

パティと野菜でシンプルに。
トッピング付バーガーは下をチェック！

1.200

Vashon Burger
1.200
100% beef, BBQ glazed and a whole wheat sesame bun.

ベーコン＆チェダーバーガー

1.300

Bacon & Cheddar Burger

ベーコンとチーズは王道のバーガートッピング

ベーコン＆エッグバーガー
ボリュームアップのベーコンと目玉焼きトッピング

アボカドバーガー
女性にも人気のアボカドスライスをトッピング

ブルーチーズバーガー
芳醇なブルーチーズとビーフの旨みのコンビネーション

チリチーズバーガー
自家製チリミートとチェダーチーズ

ダブルビーフバーガー
ビーフの旨みを存分に！パティを２つ挟んだハンバーガー

our Vashon burger with classic toppings

Bacon & Egg Burger

1.300

our Vashon burger with bacon and fried egg

Avocado Burger

1.300

Blue Cheese Burger

1.350

Chili & Cheese Burger

1.350
our Vashon burger with homemade chili & cheddar cheese

1.350

Double Beef Burger

1.900
double patty, to better enjoy the 100% beef patties' deliciousness.

1.900

Other Burgers & Sandwichs

Alaskan Crisp Fried Cod Burger
1.100
with homemade tartar sauce, fresh lettuce & sliced tomato

自家製タルタルソース

Spicy Grilled Chicken Burger

1.000
spicy “peri peri” marinated chicken, red onion, tomato, lettuce

1.000

スパイシー ぺリぺリ ソース

Roasted Turkey Clubhouse

1.000

lettuce, bacon, tomato, jack cheese & avocado
chipotle chili mayo on the side.

レタス、
ベーコン、
トマト、
ジャックチーズ、
アボカド、
ライ麦トースト,自家製スパイシー チポトレマヨ

USDA Grilled Sirloin Steak 240g

2.400

コーヒーパウダーとスパイスでシーズニングしてグリル。
自家製BBQソース添え、
ライス又はフォカッチャ付き

Beer-Wine-Cocktail

grilled to perfection “Northwest Style” seasoned with our
Original Seattle Coffee-Spice Rub. either rice or focaccia

(

Happy Hour
16:00-19:00

)

グラスワインやクラフトビール、カクテルなどのアルコールメニューを別途ご用意しております。スタッフまでお尋ね下さい。
4pm からはハッピーアワーもお楽しみ頂けます。

1.000

Grilled Steak

グリルドステーキ

サーロインステーキ USDA Choice 240g

1.350

our Vashon burger with blue cheese

アラスカ産天然マダラのフィッシュバーガー 1.100

ローストターキー クラブ ハウスサンド

1.300
1.300

our Vashon burger with sliced avocado

その他バーガー＆サンドイッチ

スパイシー グリルド チキンバーガー

1.300

Beer-Wine-Cocktail

(

2.400

Happy Hour
16:00-19:00

We are happy to offer a seasonally selected craft beer either on tap, bottled or canned and
by the glass wine. Please ask your server about what s on offer today.

)

