
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。 また、表示の内容・料金は予告なく変更になる場合があります。 
The prices are subject to consumption tax and 15% service charge. Menus and prices are subject to change without notice. 

食材の入荷状況によってはご提供できない場合がありますので、予めご了承ください。 
Menus are subject to change upon market availability. Prices are subject to change upon market price. 

 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。 
If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to contact the outlet manager. 

一品料理
À La Carte 

小鉢 
Appetizer 

玉蜀黍豆腐 醤油の実餡 
炙り玉蜀黍 枸杞の実 山葵 ¥2,200

Corn tofu with soy thick sauce and wasabi 

海鮮琥珀ジュレ掛け 鮑 雲丹 才巻海老 
翡翠茄子 はす芋 大根旨煮 海ぶどう 花穂 絞り生姜 ¥3,200 
Seasonal seafood with soy sauce jelly 
abalone, sea urchin and shrimp 

御椀 
Soup 

炙り地鶏薄葛仕立て 
翡翠茄子 水雲 笹葱 叩き陸蓮根 口、生姜 ¥2,600

Clear soup with grilled chicken 
Mozuku seaweed and chopped okra 

炙り鱧つみれ 
椎茸 焼生麩 三つ葉 口、青柚子 ¥2,800

Clear soup with pike conger dumpling 
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造り 
Sashimi 

 

 盛り合わせ 三種 （1名様） ¥3,800 
Three kinds of  assorted Sashimi (for 1 person) 

  

炭火焼き 
Charcoal-grilled Dish 

 

和牛炭火焼 100g/200g ¥8,000/15,000 
Japanese Wagyu beef  100g/200g 

  

 銘柄豚 200g （1～2 名様） ¥3,800 
Japanese pork 200g (for 1-2 persons) 

  

 地鶏 200g （1～2 名様） ¥3,500 
Japanese chicken 200g (for 1-2 persons) 

  

焼き野菜（1～2 名様） ¥2,600 
Assorted vegetables (for 1-2 persons) 
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強肴 
Seasonal Dish 

 

 天婦羅盛り合わせ（1～2 名様）  ¥4,200 

Assorted tempura (for 1-2 person)  

  

 黒毛和牛すき焼き 季節の野菜  ¥5,000 

Simmered Wagyu beef  sukiyaki style  

  

旬の御食事 
Seasonal Rice 

 

 蛸と香味野菜 釜炊き御飯 
青唐 茗荷子 長芋 

刻み大葉 生姜 摺り胡麻  （2合/2 go）¥3,200 
 留椀 香の物 （3合/3 go）¥3,800 

Steamed rice with octopus and seasonal vegetables 
Miso soup and pickled Japanese vegetable 

  

 焼玉蜀黍釜炊き御飯  （2合/2 go）¥3,000 

 玉葱 醤油の実餡 黒胡椒  留椀 香の物 （3合/3 go）¥3,600 
Steamed rice with grille corn, onion and soy thick sauce 
Miso soup and pickled Japanese vegetable 

  
 *国産のお米を使用しております。 

 *All the rice we serve for you is made in Japan. 
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御食事 
Rice and noodles 

 

 御飯  ¥550 

Steamed Japanese rice 

  

 御飯セット (味噌汁, 香の物付) ¥1,200 

Steamed Japanese rice, miso soup and pickled Japanese vegetables 

  

 蕎麦 ¥1,800 

SOBA noodles 

  

 稲庭饂飩 ¥1,800 

UDON noodles 

  

 味噌汁 ¥600 

Miso soup 

  

 香の物盛り合わせ ¥1,400 

Assorted Japanese pickles 

  
 *国産のお米を使用しております。 

 *All the rice we serve for you is made in Japan. 
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甘味 
Dessert 

 

 マンゴーパンナコッタ  

 蓮餅 パッションフルーツ 季の物 ¥1,500 
Mango panna cotta with passion fruit sauce 
Seasonal fruits 

  

 水羊羹  
 杏塩昆布漬け 季の物 ¥1,500 

Japanese red beans jelly “Yo-kan” with salty apricot 
Seasonal fruits 

  

 玄米コーヒーゼリー  

    ミルク氷 季の物 ¥1,500 
Brown rice jelly and milk jelly 
Seasonal fruits 

  

 フルーツ盛り合わせ ¥2,800 
Assorted fruits 

  

 


