
○○V Vegetarian S Signature dish / Chefʼs recommendation
fifty-one serves Koshiibuki rice from Niigata.

All prices include consumption tax and subject to a 10% service charge.

下記お料理にはフライドポテトまたはグリーンサラダがつきます。

The dishes below are served with your choice of fries or salad.

Sanuki udon
Black sesame seed broth, mushrooms, 
pork shabu shabu

黒胡麻スープの讃岐うどん

豚肉のしゃぶしゃぶ添え

1,800

Yakiniku donburi
Wagyu, bean sprouts, poached egg, rice, 
miso soup, pickles 
焼肉丼

2,500

Brown Derby Cobb salad
Mixed lettuce, poached chicken breast, 
hard boiled egg, avocado, tomato, bacon, 
blue cheese, cobb dressing

ブラウンダービーコブサラダ

ミックスレタス、チキンブレスト、玉子、アボカド、

トマト、ベーコン、ブルーチーズ、コブドレッシング

○S

ロメインレタス、アンチョビドレッシング、パルメザン、
クルトン

Caesar salad
Romaine, anchovy dressing, parmesan, croutons
シーザーサラダ

add grilled chicken breast
+400/ +200

add sauteed garlic shrimp

Club house sandwich
Turkey ham, bacon, fried egg, lettuce, 
tomato, mayonnaise

2,000

クラブハウスサンドウィッチ

fifty-one burger

フィフティワンバーガー

2,500

2,000

Deep fried pork tenderloin, cabbage,
dijon mayonnaise, tonkatsu sauce

Pork cutlet sandwich

ヒレカツサンド

11:00am – 5:00pm

+1,000/ +500

ジャンボマッシュルーム、ラクレットチーズ、

ブルーチーズ、ディジョンマヨネーズ、
赤ワインソース、パルメザントリュフポテト

Jumbo mushroom, raclette cheese,
blue cheese, dijon mayonnaise, 
red wine sauce, parmesan truffle potato

ターキーハム、ベーコン、目玉焼き、レタス、
トマト、マヨネーズ

和牛ミスジ、モヤシナムル、温泉卵、
味噌汁、香の物

キャベツ、ディジョンマヨネーズ、とんかつソース

King crab quiche

タラバガニのキッシュ

Green salad

グリーンサラダ添え

Classic cheese burger
Cheddar, lettuce, tomato, shaved red onion, 
thousand island dressing

2,100

クラシックチーズバーガー
チェダー、レタス、トマト、スライスオニオン、
サウザンアイランドドレッシング

1,000

French fries

シーソルト / ケイジャン / パルメザン

Sea salt, Cajun or parmesan
フライドポテトフライドポテト

Pork fillet cutlet

ポークヒレカツ

2,000

Deep fried pork tenderloin, cabbage,
rice, miso soup, pickles

キャベツ、ライス、味噌汁、香の物

Pork cutlet curry, seasonal vegetables

カツカレー　季節野菜添え

2,400

Rice, green salad

グリーンサラダ

Beef curry, seasonal vegetables

ビーフカレー　季節野菜添え

2,000

Rice, green salad

グリーンサラダ

1,200

Berry sauce, vanilla ice cream
Strawberry shortcake

ストロベリーショートケーキ
ベリーソース、バニラアイスクリーム

Fruits plate
フルーツプレート

 800

( vanilla / pistachio / chocolate / strawberry )
Ice cream and sorbet, 2 kinds

アイスクリーム＆ソルベ 2種

( バニラ / ピスタチオ / チョコレート / 苺 )

グリルチキン添え

ガーリックシュリンプ添え

regular / small  2,200 / 1,500

regular / small                  1,600 / 1,000
2pcs / 1pc  1,600 / 800

○V

○S

○S

regular / small  2,500 / 1,200

1,000

Vanilla ice cream
Apple pie

アップルパイ
バニラアイスクリーム

1,000

Vanilla ice cream
Daily tart

本日のタルト
バニラアイスクリーム

Pork ginger
Pan-fried pork,ginger sauce,onion 
cabbage,steamed rice,miso soup, pickles 
豚の生姜焼き

1,800

オニオン、キャベツ、ライス、味噌汁、香の物


