
 
If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate in contacting the restaurant manager. 

Menus and prices are subject to change without notice due to seasonality and availability of produce. 
The prices are subject to consumption tax and 15% service charge. 

*** 
表示料金に別途消費税およびサービス料 15%を頂戴します。 

食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくレストランマネージャーまでお申し付けください。 
季節や仕入れ状況により表示の内容・料金は予告なく変更になる場合があります。 

 

 



 à la carte

*All Burgers are served with French fries and salad
*全てのバーガーにフレンチフライ および サラダ をお付けします

Rossini Style Beef Burger with Foie Gras and Truffle　 ¥4,500
(Lettuce, Arugula and Onion)
フォアグラとトリュフのロッシーニ風ビーフバーガー

（レタス、ルッコラ、玉ねぎ）

Kobe Beef Burger ¥6,800
(Lettuce, Arugula, Tomato and Onion)
神戸牛バーガー

（レタス、ルッコラ、トマト、玉ねぎ）

Traditional Beef Burger ¥3,400
(Lettuce, Arugula, Tomato, Onion, Cheddar Cheese and Bacon)
トラディショナルビーフバーガー　

（レタス、ルッコラ、トマト、玉ねぎ、チェダーチーズ、ベーコン）

Mexican Beef Burger ¥3,400
(Lettuce, Arugula, Tomato, Onion, Cheddar Cheese and Chili Con Carne)
メキシカンビーフバーガー

（レタス、ルッコラ、トマト、玉ねぎ、チェダーチーズ、チリコンカーン）

*Served with tortilla chips on side instead of French fries
*フレンチフライの代わりにトルティーヤチップスをお付けします

Lobster and Salmon Burger with Avocado ¥3,100
(Lettuce, Arugula, Tomato and Onion)
ロブスターとサーモン、アボカドバーガー

（レタス、ルッコラ、トマト、玉ねぎ）

Tofu & Mushroom Teriyaki Burger ¥2,800
(Lettuce, Arugula, Onion and Mushroom) 
豆腐と茸の照り焼きバーガー

（レタス、ルッコラ、玉ねぎ、茸）

*Gluten-free bread is available upon request
*ご希望によりグルテンフリーブレッドにてご用意します

メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Chef’s Burger Selection バーガーセレクション 

Menus are subject to change without notice due to seasonality and availability of produce.

表示料金に別途消費税およびサービス料15%を頂戴します。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくサービススタッフまでお申し付けください。

The prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to contact the restaurant service staffs.



 à la carte

Tapas Plate ¥3,200
(Prosciutto, Mixed Olives, Camembert Cheese,
Smoked Salmon, Hummus)
タパスプレート

プロシュート、ミックスオリーブ、

カマンベールチーズ、スモークサーモン、フンムス

Vegetable Crudité ¥1,600
with Italian Anchovy and Blue Cheese Dip
野菜スティック

アンチョビディップとブルーチーズティップを添えて

Charcuterie Plate ¥2,500
シャルキュトリープレート

Smoked Salmon with Condiments ¥2,300
スモークサーモン　コンディメントを添えて

Chicken Goujons ¥2,000
with Buffalo Sauce and Blue Cheese Dip
チキングージョン（鶏ささみのフライ）

ブルーチーズディップとバッファローソースを添えて

Ratatouille with Poached Egg ¥1,600
ラタトゥイユとポーチドエッグのグラタン

Turkey Chili ¥1,800
ターキーチリ

Hummus ¥1,600
フンムス　ヒヨコ豆と胡麻のディップ

Tortilla Chips with Three Dips ¥1,600
トルティーヤチップ　

ワカモレ、トマトサルサ、サワークリームを添えて

表示料金に別途消費税およびサービス料15%を頂戴します。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくサービススタッフまでお申し付けください。

メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to contact the restaurant service staffs.

Menus are subject to change without notice due to seasonality and availability of produce.

The prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

Appetizers and Snacks オードブル & スナック



10 Grains, Kale Salad with Dukah Dressing ¥2,400
ケールとデュカの十穀サラダ

Caesar Salad ¥2,400
シーザーサラダ　

Seasonal Tomato, Arugula and Soybean Salad ¥2,400
Raspberry and Shallot Dressing
季節のトマト、ルッコラ、豆乳チーズのサラダ

ラズベリービネガーとエシャロットのドレッシング

Garden Green Salad ¥2,200
Balsamic Dressing, Vinaigrette, or Sesame Dressing
ガーデングリーンサラダ　

バルサミコドレッシング、クラッシックビネグレット または 胡麻ドレッシング

*Additions *お好みでサラダに追加

Grilled Bacon　 グリルベーコン ¥300
Grilled Chicken グリルチキン ¥700
Grilled Prawns 海老のグリル ¥1,500
Grilled Scallops 帆立貝のグリル ¥1,200
Italian Prosciutto イタリア産プロシュート ¥1,200
Sliced Avocado アボカドのスライス ¥300
Feta Cheese フェタチーズ ¥500
Marinated Olives マリネオリーブ ¥500

Soup of the Day 本日のスープ ¥1,800

Lobster Bisque ロブスタービスク　 ¥2,000

Onion Soup Gratin オニオングラタンスープ ¥2,000

Salads サラダ

If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to contact the restaurant service staffs.

Menus are subject to change without notice due to seasonality and availability of produce.

 à la carte

Soup スープ

The prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

表示料金に別途消費税およびサービス料15%を頂戴します。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくサービススタッフまでお申し付けください。

メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。



 à la carte

*All accompanied with French Fries
*フレンチフライをお付けします
*Gluten-free Bread is available upon request
*ご希望によりグルテンフリーブレッドにてご用意します

Italian Panin (Basil Mayonnaise) ¥2,900
Prosciutto, Arugula, Tomato, Mozzarella
パニーニサンドウィッチイタリアン バジルマヨネーズ
（プロシュート、モッツアレラチーズ、トマト、ルッコラ）

Vegan Wrap (Tomato Salsa) ¥2,900
Avocado, Grilled Vegetables, Frijoles, Chipotle, Soy Cream
ヴィーガンラップ メキシカントマトサルサ
（アボカド、網焼き野菜、フリーフォーレス、チポトレクリーム、豆乳チーズ）

Roasted Turkey Breast Club Sandwich (Yuzu Pepper Mayonnaise) ¥2,900
ターキークラブサンドウィッチ 柚子胡椒マヨネーズ 

BLT Sandwiches (Basil Mayonnaise) ¥2,900
Bacon, Avocado, Tomato and Arugula
BLTサンドウィッチ バジルマヨネーズ
（ベーコン、アボカド、トマト、ルッコラ）

*All accompanied with a Green Salad
*下記のメニューにはサラダをお付けします

*With your choice of pasta *お好みのパスタをお選びください ¥2,600

Spaghetti スパゲティー

Rigatoni リガトーニ

Rice-flour Penne 米粉のペンネ

Spinach and Ricotta Ravioli ほうれん草とリコッタのラビオリ

*With your choice of sauce *お好みのソースをお選びください

Tomato Sauce トマトソース

Bolognese ボロネーゼ

Cilantro Pesto Sauce パクチーピストゥーソース

Butter and parmesan Cheese バターとパルメザン

表示料金に別途消費税およびサービス料15%を頂戴します。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくサービススタッフまでお申し付けください。

メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Sandwiches サンドウィッチ

Pasta パスタ

The prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to contact the restaurant service staffs.

Menus are subject to change without notice due to seasonality and availability of produce.



 à la carte

*All accompanied with Whipped Creamy Potatoes and Marinated Vegetables
*クリーミーマッシュポテトと野菜のマリネをお付けします

Beef Sirloin, Grilled or Pan-seared
ビーフサーロイン 網焼き または パンロースト
Australian オーストラリア 300g ¥7,200
Japanese Wagyu 黒毛和牛 300g ¥12,000

Beef Fillet, Grilled or Pan-seared
ビーフフィレ 網焼き または パンロースト
Australian オーストラリア 200g ¥6,500
Japanese Wagyu 黒毛和牛 120g ¥10,500

Pork Loin, Grilled or Oven-baked 280g ¥3,800
ポークロインの網焼き または オーブンベイク

Roasted chicken Breast 320g ¥3,600
鶏胸肉のオーブンロースト

Pan-seared Fish of the Day 160g ¥3,800
本日の鮮魚のパンシアード

Mixed Seafood Grill (Fish,Prown and Scallop) ¥4,200
ミックスシーフードグリル（魚、海老、帆立貝）

*With choice of one said dish and one sauce from the following
*お好みのサイドディッシュとソースをそれぞれ一品お選びください

Side Dished サイドディッシュ

Mini Salad ミニサラダ

French Fries with Seaweed Salt フレンチフライ

Sautéed Mixed Mushrooms キノコのソテー

Ratatouille ラタトゥイユ

Seasonal Vegetables 温野菜

Steamed Rice ライス

Sauce ソース

Natural Jus ビーフソース

Cognac 3 peppercorn Sauce 3種の胡椒ソース　コニャックの香り
Teriyaki Sauce 照り焼き

Yuzu Pepper Sauce 柚子胡椒

Cilantro Pesto Sauce パクチーピストーソース

Herb Garlic Butter ハーブガーリック

食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくサービススタッフまでお申し付けください。

メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

The prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to contact the restaurant service staffs.

Menus are subject to change without notice due to seasonality and availability of produce.

表示料金に別途消費税およびサービス料15%を頂戴します。

Grill グリル



 à la carte

Seasonal Fruit Tart 季節のフルーツタルト ¥1,400

Hazelnut Chocolate Cake　 ヘーゼルナッツチョコレートケーキ ¥1,400

New York Cheesecake ニューヨークチーズケーキ ¥1,400

Soy Tiramisu, Dry Fruit ソイティラミス＆ドライフルーツ ¥1,400

Ice Cream and Sorbet アイスクリームとシャーベット ¥1,400

Assorted Seasonal Fruits 季節のフルーツの盛り合わせ ¥2,200

Cheese Selection with Condiments チーズの盛り合わせ ¥3,000

Melted Cheese and Ham sandwich ハムとチーズのホットサンドウィッチ ¥2,200

Curry and Steamed rice お子様カレーライス ¥1,800

Steamed Vegetables 蒸し野菜 ¥1,200

Macaroni and Cheese Gratin マカロニチーズグラタン　 ¥2,200

Kid's Ice Cream and Sorbet アイスクリームとシャーベット ¥1,300

Kid's Fruit Platter お子様向けフルーツプレート ¥1,400

表示料金に別途消費税およびサービス料15%を頂戴します。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくサービススタッフまでお申し付けください。

メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

The prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to contact the restaurant service staffs.

Menus are subject to change without notice due to seasonality and availability of produce.

Dessert and Cheese デザート & チーズ

For Younger Guests お子様メニュー



 à la carte

Tempura Udon ¥3,500
Shrimp, Assorted Vegetables
天婦羅うどん

Wagyu Beef Curry and Rice ¥3,900
With Fresh Salad, Japanese Pickles
 和牛カレー（サラダ付）

Salmon and Salmon Roe Bowl ¥3,900
With Miso soup and Japanese Pickles
いくら鮭丼

*The rice is from Japan
*使用しているお米は国産です

Dim Sum Selection (Four Pieces) ¥2,200
With Rice and Chinese Pickles
点心四種盛り合わせ（ご飯付き）

Fried grain Rice ¥2,800
With Chicken and Lettuce
シャキシャキレタスと鶏肉の五穀米チャーハン

Fried E-fu noodles ¥2,800
With Crab, Mushroom and Yellow leeks
蟹肉入り卵麺の焼きそば　フクロ茸や黄ニラとともに

*The rice is from Japan and Thailand
*使用しているお米は国産とタイ産です

表示料金に別途消費税およびサービス料15%を頂戴します。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくサービススタッフまでお申し付けください。

Japanese Food 日本料理

Chinese Food 中国料理

The prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to contact the restaurant service staffs.

Menus are subject to change without notice due to seasonality and availability of produce.

Taste of Asia テイスト・オブ・アジア

メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

11:30 - 14:00 / 17:30 - 21:00



Mimosa ミモザ ¥1,900
Bellini ベリーニ ¥1,900
Kir Royal キールロワイヤル ¥1,900
Tiziano ティツィアーノ ¥1,900

Asahi アサヒ ¥1,300
Yebisu エビス ¥1,400

Asahi アサヒ ¥1,300
Yebisu エビス ¥1,350
Guinness ギネス ¥1,300
Heineken ハイネケン ¥1,300
Kronenbourg 1664 クローネンブール1664　 ¥1,300

Orange オレンジ ¥900
Grapefruit グレープフルーツ ¥900
Apple アップル ¥900
Pineapple パイナップル ¥900
Cranberry クランベリー ¥900
Tomato トマト ¥900
Pfälzer Traubensaft (White/Red) ファルツァー トラウベンザフト（赤/白) ¥1,450
Fresh Orange フレッシュオレンジ ¥1,750

Coca Cola  / Coca Cola Zero コカ コーラ／コカ コーラ ゼロ ¥900
Sprite スプライト ¥900
Ginger Ale (sweet/dry) ジンジャーエール（甘口／辛口） ¥900
Flower Cider Pepinelle フラワー シードル ペピネル ¥1,650
L'Artisan du Thé White Tea Sparkling ラルチザン ドゥ テ ホワイト ティ スパークリング

¥1,650

Soft Drink ソフト ドリンク

The prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to contact the restaurant service staffs.

Menus are subject to change without notice due to seasonality and availability of produce.

表示料金に別途消費税およびサービス料15%を頂戴します。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくサービススタッフまでお申し付けください。

メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Juice ジュース

Beverage List

Champagne Cocktail シャンパンカクテル

Draft Beer 生ビール

Beer ビール



Acqua Panna アクアパンナ 500ml ¥1,050 750ml ¥1,500

Perrier ペリエ 330ml ¥1,050

San Pellegrino サンペレグリノ 500ml ¥1,050 750ml ¥1,500

Coffee コーヒー ¥1,150
Café au lait カフェオレ ¥1,200
Café latte カフェラテ ¥1,200
Cappuccino カプチーノ ¥1,200
Espresso エスプレッソ ¥1,150
Double Espresso ダブルエスプレッソ ¥1,250
Macchiato マキアート ¥1,200
Decaffeinated Coffee ディカフェネイテッドコーヒー ¥1,150
Hot Milk ホットミルク ¥900
Hot Chocolate ホットチョコレート ¥1,250
Iced Coffee アイスコーヒー ¥1,150
Iced Café au lait アイスカフェオレ ¥1,200
Iced Café Latte アイスカフェラテ ¥1,200
Iced Milk アイスミルク ¥900

Iced Tea アイスティー ¥1,200
English Breakfast イングリッシュブレックファースト ¥1,200
Assam アッサム ¥1,200
Darjeeling Summer ダージリン　サマー ¥1,200
Earl Grey アールグレイ ¥1,200
Decafeinated Ceylon ディカフェネイテッド  セイロン ¥1,200
Green Tea グリーンティー ¥1,200
Oolong Tea ウーロン茶 ¥900

Camomile カモミール ¥1,200
Peppermint ぺパーミント ¥1,200

Beverage List

Natural Mineral Water (Sparkling) スパークリングウォーター

Coffee コーヒー

Tea ティー

メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Menus are subject to change without notice due to seasonality and availability of produce.

表示料金に別途消費税およびサービス料15%を頂戴します。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくサービススタッフまでお申し付けください。

Herbel Tea ハーブ ティー

The prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to contact the restaurant service staffs.

Natural Mineral Water (Still) ミネラルウォーター



Malt Whisky Selection モルトウイスキー

Talisker 18 yr タリスカー18年 ¥2,500
Bowmore 18 yr ボウモア18年 ¥2,700
The Macallan 18 yr マッカラン18年 ¥3,200
The Macallan Fine Oak 30 yr マッカランファインオーク30年 ¥12,300

Blended Whisky Selection ブレンデッドウイスキー

Ballantine’s 17 yr バランタイン17年 ¥2,200

Cognac Selection コニャック

Hennessy V.S.O.P. ヘネシー V.S.O.P ¥2,700
Hennessy X.O. ヘネシー X.O. ¥4,200
Hennessy Paradis ヘネシー パラディス ¥8,700
Richard Hennessy リシャール ヘネシー ¥25,700
Rémy Martin X.O. Excellence レミー マルタン X.O. エクセレンス ¥4,200
Rémy Martin Louis 13th レミー マルタン ルイ13世 ¥15,700

Port/Madeira Selection ポートワイン

Graham Tawny 20 yr グラハム トウニー 20年 ¥2,600
Graham Tawny 30 yr グラハム トウニー 30年 ¥3,100

Marc/Grappa/Calvados マール/グラッパ/カルヴァドス

Vieux Marc de Bourgogne A La Mascotte, Louis Jadot ¥2,200
ヴィユー マール ド ブルゴーニュ、ルイ ジャド
Grappa Discovery, Distilleria Bottega ¥2,700
グラッパ ディスカバリー、ディスティレリア ボッテガ
Grappa di Sassiscaia, Tenuta San Guido ¥2,200
グラッパ ディ サッシカイア、テヌータ サン グィード
Chateau du Breuil Royal ¥3,500
シャトー デュ ブレイユ　ロイヤル

If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to contact the restaurant service staffs.

メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Selection of Digestives 食後酒

Beverage List

The prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

Menus are subject to change without notice due to seasonality and availability of produce.

表示料金に別途消費税およびサービス料15%を頂戴します。

食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくサービススタッフまでお申し付けください。


