à la carte
Chef’s burger belection バーガーセレクション
*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

¥4,800

(Foie Gras, Black Truffle Jus, Arugula)
フォアグラとトリュフのロッシーニ風ビーフバーガー
（フォアグラ、トリュフソース、ルッコラ）

Traditional beef burger

¥3,600

(Bacon, Cheddar Cheese, Pickles, Pinot Noir-Mustard Mayonnaise)
トラディショナルビーフバーガー
（ベーコン、チェダ－チーズ、ピクルス、ピノノワール風味のマヨネーズ）

Salads サラダ
American Cobb salad

¥2,900

(Chicken, Bacon, Gorgonzola Cheese, Mixed Green Salada, Red Wine Vinaigrette)
アメリカンコブサラダ
（チキン、ベーコン、ゴルゴンゾーラチーズ、ミックスグリーンサラダ、赤ワインヴィネグレット）

Caesar salad

¥2,900

(Romaine Lettuce, Anchovies, Parmigiano Reggiano,Garlic Toast, Chicken or Avocado)
シーザーサラダ
（ロメインレタス、アンチョビ、パルミジャーノレッジャーノ、ガーリックトースト、チキンまたはアボカド）

Soup スープ
Soup of the day

¥1,800

本日のスープ

Onion soup gratin

¥2,000

オニオングラタンスープ

Lobster bisque

¥2,000

ロブスタービスク

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。ご了承ください。

à la carte
Sandwiches サンドウィッチ
*All accompanied with French fries
*フレンチフライをお付けします

Chipotle BBQ glazed Turkey club sandwich

¥3,100

(Turkey breast, turkey bacon, romaine lettuce)
ターキークラブサンドウィッチ チポトレバーベキュー味
（ターキーブレスト、ターキーのベーコン、ロメインレタス）

BLT sandwich

¥3,100

(Bacon, arugula, tomato, avocado, basil mayonnaise)
BLTサンドウィッチ
（ベーコン、ルッコラ、トマト、アボカド、バジルマヨネーズ）

Grill グリル
US Angus beef Sirloin, grilled or pan-seared

300g

¥7,200

120g

¥13,000

US産アンガス牛サーロイン 網焼き または パンロースト

Japanese Wagyu beef fillet, grilled or pan-seared
黒毛和牛フィレ 網焼き または パンロースト

Roasted chicken breast

¥3,600

鶏胸肉のオーブンロースト

*All served with choice of two side dish and one sauce from the following
*お好みのサイドディッシュ2種類とソース1種類をそれぞれお選びください

Side Dished

サイドディッシュ

Whipped creamy potatoes
French fries with seaweed salt
Marinated vegetables
Garlic sautéed spinach
Steamed rice

クリーミーポテト
フレンチフライ のり塩味
野菜のマリネ
ほうれん草のガーリックソテー
ライス

ソース

Sauce
Cognac 3 peppercorn sauce
Yuzu pepper sauce
Herb garlic butter

3種の胡椒ソース コニャックの香り
柚子胡椒
ハーブガーリック

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。ご了承ください。

à la carte
Pasta パスタ
Spaghetti with Bolognese or tomato sauce

¥2,600

スパゲッティ ボロネーゼソース または トマトソース

Spaghetti

¥2,600

(Crab, Cherry Tomato, Cilantro Pesto, Gremolata)
スパゲッティ
（カニ、チェリートマト、パクチーピストー、グレモラータ）

Spinach and ricotta ravioli

¥2,600

(Sage, Brown Butter, Almonds)
ほうれん草とリコッタのラビオリ
セージ、ブラウンバター、アーモンド

Gulten-free penne carbonara

¥2,600

(Pancetta, parmigiano Reggiano, poached egg, black pepper)
グルテンフリーペンネのカルボナーラ
（パンチェッタ、パルミジャーノレッジャーノ、ポーチドエッグ、ブラックペッパー）

For younger guests お子様メニュー

Grilled cheese sandwich

グリルチーズサンドウィッチ

¥2,200

Vegtable curry and steamed rice

野菜カレー

¥2,000

Dessert デザート
Seasonal fruit tart

季節のフルーツタルト

¥1,400

Flour-less chocolate brownie

チョコレートブラウニー

¥1,400

GreenTea pannacotta, fruit salad

抹茶パンナコッタ、
季節のフルーツサラダ

¥1,400

Ice cream or sorbet selection

アイスクリーム または シャーベット

¥500

Assorted seasonal fruits

季節のフルーツの盛り合わせ

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。ご了承ください。

¥2,200

Beverage List
Champagne cocktail シャンパーニュカクテル
Mimosa ミモザ

¥1,900

Kir Royal キール ロワイヤル

¥1,900

Bellini ベリーニ

¥1,900

Draft beer 生ビール
Asahi アサヒ

¥1,300

Yebisu エビス

¥1,400

Beer ビール
Asahi アサヒ

¥1,300

Heineken ハイネケン

¥1,300

Yebisu エビス

Kronenbourg 1664 クローネンブール1664

¥1,350

¥1,300

Juice ジュース
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

Fresh Orange フレッシュ オレンジ

¥1,750

Soft drink ソフト ドリンク
Coca cola / Coca cola zero コカ コーラ / コカ コーラ ゼロ

¥900

Wilkinson dry ginger ale ウィルキンソン ジンジャー エール

¥900

Sprite スプライト

¥900

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。ご了承ください。

Beverage List
Natural mineral water (Still) ミネラルウォーター
Acqua Panna アクアパンナ

500ml

¥1,050

750ml

¥1,500

330ml

¥1,050

750ml

¥1,500

Natural mineral water (Sparkling) スパークリングウォーター
Perrier ペリエ
San Pellegrino サン ペレグリノ

500ml

¥1,050

Coffee コーヒー
Coffee コーヒー
Café au lait カフェ オレ
Café latte カフェ ラテ
Cappuccino カプチーノ
Espresso エスプレッソ
Double espresso ダブル エスプレッソ
Macchiato マキアート
Decaffeinated coffee ディカフェネイテッド コーヒー
Hot milk ホット ミルク
Hot chocolate ホット チョコレート
Iced coffee アイス コーヒー
Iced café au lait アイス カフェ オレ
Iced café latte アイス カフェ ラテ
Iced milk アイス ミルク

¥1,150
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,150
¥1,250
¥1,200
¥1,150
¥900
¥1,250
¥1,150
¥1,200
¥1,200
¥900

Tea ティー
Iced tea アイス ティー
English breakfast イングリッシュ ブレックファスト
Assam アッサム
Darjeeling summer ダージリン サマー
Earl grey アールグレイ
Decafeinated Ceylon ディカフェネイテッド セイロン
Green tea グリーン ティー
Oolong tea ウーロン茶

¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥900

Herbel tea ハーブ ティー
Camomile カモミール
Peppermint ペパーミント

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。ご了承ください。

¥1,200
¥1,200

