
フードメニュー　　Foods

ホットドッグ　　Hot Dog   

チーズドッグ　 Hot Dog with Cheese　

チリドッグ　Hot Dog with Chili  

チリチーズドッグ　Hot Dog with Cheese and Chillie　

・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・

・ ・・・・ ・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

ホットドッグ　　Hot Dogs

with Hot Dogs & Foods
ホットドッグ・フードメニューとご一緒にドリンクもどうぞ !!

サイドメニュー　　Snacks

キョーザ　8コ　Fried Dumplings

パーティーギョーザ　24 コ　Party Dumplings 

トルティーヤチップス　Tortillchips

グリーンサラダ　Green Salda

えだまめ　Edamame Beans

ミックスナッツ　Mixed Nuts

ビーガンギョーザサラダ　Vegan Dumplimgs

★プレートセット（サラダ付）　Combo Plate（Include Salad） ・・・+ 250 yen

 550 yen

650 yen
 600 yen

700 yen

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・

・ ・・・・・・・・・

 800 yen

1100 yen
 

1100 yen

★ドリンクセット　Drink Set 

・ホットコーヒー　・アイスコーヒー　・アイスティー　・ カプチーノ
・ アイスカフェオーレ　・アイスミルクティー　・リンゴジュース

・グアバジュース　・ブラッドオレンジジュース　・ジンジャーソーダ
・ ハーブコーディアルソーダ　・生レモネードソーダ
・ ハーブティー　・紅茶　・ジャスミン茶

+ 300
yen

+ 400
yen

680 yen

 1980 yen

650 yen

 750 yen

  440 yen

  440 yen

  780 yen

ラーメン　Ramen  

チャーシューメン　 Ramen with Porks 

キーマカレーwith 白馬産紫米入り雑穀米　ミニサラダ付き
　　　　　Curry and Rice with Small Salad

FOREST GARDEN SEASHA
FOOD MENU



FOREST GARDEN SEASHA
FOOD MENU

SEASHA 専用ドッグランの設立目的は

ワンちゃんの休憩所 ( 癒しの場 ) としています。

飼い主様のお食事中、 あなたのワンちゃんはずっと

お行儀よくして待っています。 

そのご褒美として一緒に遊んであげられる場を提供したいと

考えました。 

ルールとマナーを守り楽しい一日をお過ごし下さいね。

北アルプス白馬山麓の森の中に位置する

『Hakuba Forest Garden SEASHA』 。

四季折々、 森の景色をお楽しみいただけます。

白馬の森の中、 木陰でゆったりとお過ごしください。

ワンちゃんもぜひご一緒にお越しください。

ドッグランも併設しております♪

Aコース　
    （牛ハラミ・バジルチキン・ソーセージ・野菜・きのこ）

Bコース　（白馬ポーク＋Aコース）
Cコース　（ビーフステーキ＋Bコース）

・・・・・ 1 人前  2,300 円
・・・・・・・・・・・・・・ 1 人前  2,980 円
・・・・・・・・・・・・ 1 人前  4,200 円

ビーフステーキ　
白馬ポーク
バジルチキン

・・・  1,980 円
・・・・・・  990 円
・・・・・  930 円

牛ハラミ
ソーセージ
野菜
きのこ

・・・・・・  1,320 円
・・・・・・  770 円

・・・・・・・・・  770 円
・・・・・・・・  820 円

Beef Steak　
Hakuba Pork

Chicken Basil

・・・・・  1,980 yen
・・・・・  990 yen
・・・・・  930 yen

Beef skirt
Sausage
Vegetable mix
Mushroom mix

・・・・・  1,320 yen
・・・・・・・  770 yen

・・・・  770 yen
・・・・  820 yen

手ぶらで BBQ 　 ※２名様より　要予約（２日前までに）

Course A  
　（ Beef skirt , Chicken Basil , Sausage , Vegetable mix , Mushroom mix ）

Course B  （ Hakuba Pork + Course A ）
Course C  （ Beef Steak + Course B ） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・for one-person 2,300 yen

・・・・・・・・for one-person 2,980 yen
・・・・・・・・for one-person 4,200 yen

BBQ Menu  
※ Need to make a reservation befor 2days　※ You can book from 2 people

★ 単品

★ Single item　for one-person



with Dessertデザートとご一緒にドリンクもどうぞ !!

★ドリンクセット　Drink Set 

・ホットコーヒー　・アイスコーヒー　・アイスティー　・ カプチーノ
・ アイスカフェオーレ　・アイスミルクティー　・リンゴジュース

・グアバジュース　・ブラッドオレンジジュース　・ジンジャーソーダ
・ ハーブコーディアルソーダ　・生レモネードソーダ
・ ハーブティー　・紅茶　・ジャスミン茶

+ 300
yen

+ 400
yen

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

デザート　　Dessert

かき氷 　Shaved ice　
　・いちごミルク   Strawberry with Milk
　・いちご　Strawberry
　・マンゴーミルク   mango with Milk
　・マンゴー　Mango
　・抹茶ミルク  Matcha (Green Tea) with Milk
　・抹茶　Matcha

650 yen
550 yen
650 yen
550 yen
650 yen
550 yen

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ジェラート 　Gelato　　
　・チョコレート　Chocolate
　・レモン　　Lemon

380 yen
380 yen

・・・・・・・・・・・・・・本日のデザート 　Todays Deaaert　　 400 yen

・・・・・・・・・・・・・・  all 600 yen

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

ボトルビール　Bottle of Beer
　　・アサヒスーパードライ   Asahi Super Dry
　　・エビス   Yebis
　　・ハイネケン Heineken

クラフトビール　志賀高原ビール　Craft Beer　SGIGAKOGEN
   　・Pale Ale
   　・IPA 
   　・Porter 
   　・Miyama Blonde 
   　・House IPA 

ノンアルコールビール　Non alcohol Beer

シードル Cider 

生レモンチューハイ　Lemon Cooler 

グラスワイン  Glass of Wine 

アルコール   Alcohol  Drinks

500 yen

600 yen

650 yen

700 yen

700 yen
700 yen
 700 yen
700 yen
750 yen

FOREST GARDEN SEASHA
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・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

440 yen

490 yen

440 yen

490 yen

440 yen

550 yen

550 yen

580 yen

580 yen

580 yen

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

アイスコーヒー　　Iced Coffee

アイスカフェオーレ　 Iced Coffee with Milk 

アイスティー　Iced Tea 

アイスミルクティー　Iced Tea with Milk 

信州りんごジュース　Apple Juice

グアバジュース　Guava Juice

ブラッドオレンジジュース　Blood Orange Juice

ハーブコーディアルソーダ（エルダーフラワー）Herb Cordial Soda 

ジンジャーソーダー　Ginger Soda

生レモネードソーダ　Lemonade Soda 

レギュラーコーヒー　Black Coffee

カプチーノ　Cappuccino　

ハーブティー　 Pot of Herb Tea　
※ハーブコーディネーターによるオリジナルハーブティー

　　・リラックスブレンド （カモミール・リンデン・ローズ etc）
　　　Relax Blend ( Chamomile Linden Rose etc.)

　　・リフレッシュブレンド （ペパーミント・レモングラス etc）
　　　Reflesh ( Peppermint Lemongrass etc.)

　　・なでしこブレンド （ラズベリーリーフ・ネトル etc）
　　　 Women ( Raspberry leaf Nettle etc.)     

ジャスミンティー　Pot of Jasmin Tea  

紅茶  　Pot of English Tea  

　　・ダージリン  Darjeeling

　　・アールグレイ  Earl Grey

アップルサイダー　Aplle Sider

ホットドリンク  Non Alcohol Hot Drinks コールドドリンク  Non Alcohol Cold Drinks　

400 yen

460 yen

650 yen

650 yen

650 yen

・・・・・・・・・・・・・・ 550 yen

FOREST GARDEN SEASHA
DRINK MENU


