
※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください 
※表示料金にはサービス料 15%・消費税 10%が含まれております 
*Please inform our staff  if  you have any food a llergies.  
*The prices include 15% ser vice charge and 10% consumption tax  

  茜/ AKANE 
 

アミューズ ブーシュ 

Amuse-Bouche 

 

スズキのカルパッチョ 青唐辛子とシークワーサーのソース 

  Sea bass carpaccio with green chili and flat lemon sauce  

 

冷たいじゃがいものスープ 

Cold potato soup 
 

焼き野菜 

Grilled vegetables 

 
国産牛サーロイン100g / 黒毛和牛赤身のステーキ150g / *国産牛フィレ100g 

Japanese beef  sirloin 100g, Kuroge-wagyu lean beef  150g or *Japanese beef  fillet 100g 

*追加料金 Additional charge ¥1,518 
 

白御飯 または *ガーリックライス 

Steamed rice or *garlic fried rice 

*追加料金 Additional charge ¥948 
 

赤出汁 香物 

Red miso soup and pickles 

 

アイス または シャーベット 

 Milk ice cream or sherbet 
 

コーヒー 

Coffee 
 

¥6,957 
 

菫/ SUMIRE 
 

アミューズ ブーシュ 

Amuse-Bouche 

 

前菜二種盛合わせ 

Two kinds of  appetizers 

 

冷たいじゃがいものスープ 

Cold potato soup 

 

スズキのムニエル レモンとケッパーのソース 

Sea bass meunière with lemon and caper sauce 

 

焼き野菜 

Grilled vegetables 

 

黒毛和牛赤身のステーキ 80g 

Kuroge-wagyu lean beef  80g 

 

 ガーリックライス または 牛すじカレーチャーハン 

Garlic fried rice or beef sinew curry fried rice 

 

赤出汁 香物 

Red miso soup and pickles 

 

ミニ パフェ 

Petit parfait 

 

¥5,755 
 



※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください 
※表示料金にはサービス料 15%・消費税 10%が含まれております 
*Please inform our staff  if  you have any  food a llergies. 
*The prices include 15% ser vice charge and 10% consumption tax  

          

 
 
 

楓 / KAEDE 
 

アミューズ ブーシュ 

Amuse-Bouche 

 

スズキのカルパッチョ 青唐辛子とシークワーサーのソース 

Sea bass carpaccio with green chili and flat lemon sauce 

 

冷たいじゃがいものスープ 

 Cold potato soup 

 

帆立のソテー オリーブと山椒のソース 

Sautéed scallop with olive and Japanese pepper sauce 

 

焼き野菜 

Grilled vegetables 

 

国産牛サーロイン 130g または 国産牛フィレ 100g 

Japanese beef  sirloin 130g or Japanese beef  fillet 100g 

 

ガーリックライス または 牛すじカレーチャーハン 

Garlic fried rice or beef sinew curry fried rice 

 

赤出汁 香物 

Red miso soup and pickles 
 

アイス または シャーベット または クレームブリュレ 

  Milk ice cream, sherbet or crème brûlée 
 

コーヒー 

Coffee 
 

¥10,120 

曙 / AKEBONO 
 

アミューズ ブーシュ 

Amuse-Bouche 

 

和風サラダ 

Mixed salad with Japanese dressing 

 

冷たいじゃがいものスープ 

Cold potato soup 

 

蝦夷鮑 100g 

Grilled Ezo abalone 100g 

 

焼き野菜 

Grilled vegetables 

 

国産牛サーロイン 130g または 国産牛フィレ 100g 

Japanese beef  sirloin 130g or Japanese beef  fillet 100g 

 

ガーリックライス または 牛すじカレーチャーハン 

Garlic fried rice or beef sinew curry fried rice 

 

赤出汁 香物 

Red miso soup and pickles 
 

アイス または シャーベット または クレームブリュレ 

Milk ice cream, sherbet or crème brûlée 
 

コーヒー 

Coffee 
 

¥13,915 


