
Pergola Summer BBQ ー  Food Menu

Appetizer   (Served on Platter)
Octopus, olives, semi-dried tomatoes and herb with olive oil
蛸　オリーブ　セミドライトマトのハーブオイルマリネ
Glass noodle with smoked Aigamo duck
春雨と合鴨のスモーク
Sliced sausages with cucumber, celery and honey mustard dressing
スライスソーセージ　キュウリ　セロリのハニーマスタードドレッシング
Penne with quinoa, broccoli, olives, basil pesto
ペンネ　キヌア　ブロッコリー　オリーブのバジル風味
Steamed chicken, mizuna greens, radish, sesame 
スチームチキン　水菜　大根　胡麻風味

Rye bread, German style 
and soft rolls with butter
ドイツ風ライ麦パン
ソフトロール　バター

Selection of Salads　
Mixed lettuce
ミックスレタス
Shredded carrot and orange salad, German style
ドイツ風キャロットとオレンジのサラダ
 Cucumber salad with dill, German style
ドイツ風キュウリとディルのサラダ
Boiled green soy beans
枝豆
White cabbage, cumin, bacon, salad, German style
ドイツ風キャベツのサラダ
German potato salad
ドイツ風ポテトサラダ
Green bean salad with boiled eggs and roasted almond
グリーンビーンズサラダ　ボイルエッグ　ローストアーモンド
Spelled wheat, beetroot, apple salad, German style
ドイツ風　スペルト小麦　ビーツ　りんごのサラダ
Cherry tomatoes
チェリートマト

Menus are subject to change due to products’ availability.
仕入れ状況により内容が変更となることがございます。
We select Japanese rice for our menu.
メニューには国産米を使用しています。

ドイツをテーマにしたメニュー

Condiments & Dressings
Bacon bits, croûtons
ベーコンビッツ　クルトン
French, thousand islands and Caesar dressing
フレンチ　サウザンアイランド　シーザードレッシング

Barbeque Section
Marinated beef 
ビーフ
Rosemary garlic lamb
ラム
Marinated pork spareribs
ポークスペアリブ
Grilled sausages German Style
2種類のドイツ風ソーセージ
Honey lime chicken
ハニーライムチキン
Meat patty
ミートパティ
Garlic shrimps
ガーリックシュリンプ
Chili calamari
烏賊のチリ風味
Onion, paprika, zucchini, corn, sweet potatoes
オニオン　パプリカピーマン　ズッキーニ　コーン　スイートポテト

BBQ Condiments
BBQ sauce, yuzu pepper teriyaki sauce, miso sauce, 
yakiniku sauce, Tomato sauce, 
tomato ketchup curry flavor,
sour cream & chives, mustard
ソース各種
バーベキューソース、柚子胡椒風味のテリヤキソース、味噌ソース、
焼肉ソース、トマトソース、
カレー風味のトマトケチャップ、
チャイブサワークリーム、マスタード

Hot Bu�et
Gratinated spaetzli
シュペッツレ　グラタン　
Eisbein
アイスバイン
Sauerkraut
ザワークラウト
Apfelrotkohl (Braised apple with red cabbage)
アプフェルロートコール（紫キャベツとりんごの煮込み）
Fried chicken
フライドチキン
Fried potatoes
フライドポテト
Fried onion rings
オニオンリング
Wok-fried noodles with pork belly, cuttlefish and vegetables
焼きそば
Curry
カレー
Steamed rice
ライス（国産米）

Dessert Selection
Chocolate cake
チョコレートケーキ
Kasekuchen (Baked cheesecake)
チーズケーキ
Gugelhupf
クグロフ
Appfelkuchen (Apple crumble cake)
アップルクランブルケーキ
Schwarzwald Becher (Black forest trifle)
ブラック フォレスト トライフル
Baked fruit tart
フルーツタルト
Doughnuts
ドーナッツ
Nata de coco and fruits
フルーツナタデココ
Rote grutze (Grape juice with belly jelly)
ローテグリュッツェ
Coconut milk with peach
ピーチ入りココナッツミルク

Mango and raspberry sauce
マンゴーソースとラズベリーソース

Water melon
スイカ
Honeydew melon
ハニーデューメロン
Pineapple
パイナップル
Orange
オレンジ

Soft serve ice cream
ソフトクリーム　
バニラ とチョコレート



Pergola Summer BBQ ー  Drink Menu

Alcoholic Drinks 
Draft Beer
生ビール
Löwenbräu (Bottle Beer)
レーベンブロイ（瓶）
Red Wine
赤ワイン
White Wine
白ワイン
We are preparing fresh fruit at sweets corner. 
You can make original Sangria with that.
フルーツも用意しておりますので、お好みでサングリアにも

Highball
ハイボール
Bourbon Whiskey
バーボンウイスキー
Scotch Whisky
スコッチウイスキー
Sweet Potato Shochu
芋焼酎
Barley Shochu 
麦焼酎

Cocktail Station
Gin
ジン
Vodka
ウォッカ
Rum
ラム
Cassis
カシス
Campari
カンパリ

Soda, Tonic water, cut lemon and cut lime are available.
ソーダ、トニックウォーター、レモン、ライムをご用意しております。

Cassis - カシス
Cassis and Orange
カシスオレンジ
Cassis and Soda
カシスソーダ
Cassis Rickey
カシスリッキー
Cassis and Oolong
カシスウーロン
Kir
キール
Cardinal
カーディナル
Cassis and Beer
カシスビア

Gin - ジン
Gin Tonic
ジントニック
Gin Rickey
ジンリッキー
Gin Buck
ジンバック

Vodka - ウォッカ
Vodka Tonic
ウォッカトニック
Vodka Rickey
ウォッカリッキー
Moscow Mule
モスコミュール
Screwdriver
スクリュードライバー

Rum - ラム
Rum Tonic
ラムトニック
Rum Buck
ラムバック
Rum and Ginger
ラムジンジャー
Rum and Coke
ラムコーク

Campari - カンパリ
Campari and Orange
カンパリオレンジ
Campari and Soda
カンパリソーダ
Campari Tonic
カンパリトニック
Campari and Beer
カンパリビア

アルコール ドリンク Non-alcoholic Drinks 
Coca Cola
コカコーラ
Ginger Ale
ジンジャーエール
Orange Drink
オレンジジュース
Calpis
カルピス
Grape Drink
ぶどうジュース
Oolong Tea
ウーロン茶
Iced Co�ee
アイスコーヒー
Co�ee
コーヒー
Tea
紅茶

ソフトドリンク

カクテル ステーション


