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Thu, Nov 23, 2017
Why not leave the cooking to us this Thanksgiving!
www.tysons.jp

TENNOZ

HARAJUKU

SOUP

SOUP

Creamy parsnip puree soup topped with crispy prosciutto and parsnip chips

Curry scented roasted butternut squash soup
with sour cream and smoked nuts

パースニップスープ、クリスピープロシュート

ローストバターナッツスクワッシュのスープ、サワークリームとスモークナッツ

MAIN
Roasted turkey breast with mushroom gravy, cornbread stuffing,
baked sweet potatoes, green beans and cranberry relish

MAIN

ターキーのロースト、マッシュルームグレービーソース、クランベリーレリッシュ添え

BBQ turkey breast plate with corn pudding,
whipped yams and cranberry relish

DESSERT

BBQ ターキープレート、コーンプディングとクランベリーレリッシュ

Roasted butternut squash and coconut tart
with whipped cream, pumpkin seeds and vanilla ice cream

SIDE

ローストバターナッツスクワッシュとココナッツミルクのタルト、バニラアイスクリーム

Smoked pork sausage and chestnut mac-n-cheese
スモークポークソーセージと栗のマカロニチーズ

¥4,800
–

RESERVATION: 03-5479-4555

DESSERT
Pumpkin pudding with whipped cream and pumpkin gelato
パンプキンプディングとパンプキンジェラート

OMOTESANDO

Nov 20– 26 11am‒9pm

Smoked turkey burger with Gruyere cheese, cranberry relish mayo
クランベリー、グリエールチーズのスモークターキーバーガー

¥4,800
–

RESERVATION: 03-6450-5855

¥1,500
–

INFORMATION: 03-6434-1266

SHIBUYA

Please reserve
by Nov 20

SOUP

11月20 日
（月）
までの
予約限定受付！

Curry scented roasted butternut squash soup with crispy duck bacon
ローストバターナッツスクワッシュのスープ、クリスピーダックベーコン

APPETIZER
Beet juice marinated house smoked Tasmanian salmon
with autumn mushroom farro ragout
ビーツでマリネした自家製スモークタスマニアンサーモン、秋のキノコとファッロ

MAIN
Roasted turkey with dried cherry, pecan and chorizo stuffing,
cranberry and persimmon relish

Turkey Package ¥24,000
サンクスギビングターキーパッケージ（数量限定）

Enjoy a Thanksgiving dinner at home with friends and family!
ご自宅でサンクスギビングディナーをお楽しみください！

ローストターキー、ドライチェリーとチョリソのスタッフィング、クランベリーと柿のレリッシュ

SIDE
Sauteed kale with miso, creamed cauliflower and pearl onion gratin
and garlic mashed potatoes
ケールの味噌ソテー、ガーリックマッシュポテト、カリフラワーとパールオニオンのクリームグラタン

DESSERT
Sweet potato and white miso pie with black sesame chocolate crust
サツマイモと味噌、黒ゴマとチョコレートのタルト

Coffee or Tea
コーヒー又は紅茶

¥9,000

Whole roasted turkey (approx.7kg for 8 people)
Mushroom gravy sauce / Cranberry relish / Original cornbread stuffing
Option: Pumpkin tart +¥3,000
ローストターキー 1 羽（約 7kg 8 名様分）
マッシュルームグレービーソース／クランベリーレリッシュ／オリジナルコーンブレッドスタッフィング
オプション：パンプキンタルト +¥3,000

On Thanksgiving Day Only
Delivery or pick up at BeNTO EXPRESS in Tennoz
Delivery area: Shinagawa-ku, Minato-ku, Shibuya-ku, Chiyoda-ku, Chuo-ku
(Delivery charge +￥2,000)
サンクスギビング当日限定
デリバリーまたは天王洲 BeNTO EXPRESS でのピックアップ
配送エリア : 品川区、港区、渋谷区、千代田区、中央区（配送料 +¥2,000）

–

RESERVATION: 03-6418-0077

RESERVATION: 03-5479-0776

