
※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。　※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。
※特別な記載をしていない場合、国産米を使用しております。　※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 

Fresh Vegetables Sizzling Style

Seasonal appetizer

Grilled Japanese black Angus Fillet (80g) or Sirloin (100g)

Grilled Vegetables

Roasted Onion

Niku-Sui (Stewed beef soup)

Rice and Pickles

Coffee or tea

Dessert 

¥8,580国産黒毛和牛コース

Fresh Vegetables Sizzling Style

Seasonal appetizer

Grilled Scallop, Homard and Fish 

Grilled Vegetables

Roasted Onion

Niku-Sui (Stewed beef soup)

Rice and Pickles

Coffee or tea

Dessert 

¥8,580海の恵みコース

Soup

Soft drink

Dessert

Kids Plate
（Salad, Omlet with rice, Fried potato, Sausage, Fried shrimp, Hamburger,Spagetti, Bread）

野菜のポタージュ

キッズプレート

ソフトドリンク

気まぐれデザート

¥1,540キッズプレート

（サラダ、オムライス、ポテト、ソーセージ、海老フライ、ハンバーグ（50g）、スパゲティ、ロールパン1個）

新鮮野菜のシズリングスタイル

季節前菜

国産黒毛和牛フィレ肉（80g）　または　サーロイン（100g）

いろどり焼き野菜

ローストオニオン

牛すじの肉吸い

ご飯、香の物

コーヒー　または　紅茶

デザート

新鮮野菜のシズリングスタイル

季節前菜

海の恵みの盛り合わせ（帆立貝柱・活けオマール海老（半身）・白身魚）

いろどり焼き野菜

ローストオニオン

牛すじの肉吸い

ご飯、香の物

コーヒー　または　紅茶

デザート



※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。　※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。
※特別な記載をしていない場合、国産米を使用しております。　※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 

¥11,550宝船
Fresh vegetables Sizzling style 

Seasonal appetizer

Duck foie gras steak

Grilled prawn and Fish 

Grilled Japanese black Angus Fillet (80g) or Sirloin (100g)

Grilled Vegetables

Rosted Onion

Niku-Sui (Stewed beef soup)

Rice and Pickles

Coffee or tea

Dessert 

プラス￥830でご飯をガーリックライスに、
プラス￥1,050で黒カレー、または
牛肉のしぐれ煮茶漬けに変更できます。

新鮮野菜のシズリングスタイル

季節前菜

鴨フォワグラのステーキ

活け車海老と白身魚の鉄板焼き

国産黒毛和牛フィレ肉（80g）　または　サーロイン（100g）

いろどり焼き野菜

ローストオニオン

牛すじの肉吸い

ご飯、香の物

コーヒー　または　紅茶

デザート



※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。　※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。
※特別な記載をしていない場合、国産米を使用しております。　※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 

プラス￥830でご飯をガーリックライスに、
プラス￥1,050で黒カレーに変更できます。

新鮮野菜のシズリングスタイル

戻り鰹のマリネ　焼き茄子の軽いムースと生姜のジュレ

活けオマール海老(半身)・帆立貝柱・白身魚の鉄板焼き

国産黒毛和牛フィレ肉（80g）　または　サーロイン（100g）

いろどり焼き野菜

ローストオニオン

牛すじの肉吸い

ご飯、香の物

コーヒー　または　紅茶

デザート

Fresh Vegetables Sizzling Style

Return bonito marinated l ight mousse of eggplant and jelly of ginger

Teppan (iron griddle) fried half lobster, scallops, and white fish

Grilled Beef Fillet(80g) or Sirloin(100g)

Grilled Vegetables

Roasted Onion

Niku-Sui （Stewed beef soup）

Rice and Pickles

Coffee or tea 

Dessert 

新鮮野菜のシズリングスタイル

戻り鰹のマリネ　焼き茄子の軽いムースと生姜のジュレ

活けオマール海老(半身）・活け鮑・白身魚の鉄板焼き

国産黒毛和牛フィレ肉（80g）　または　サーロイン（100g）

いろどり焼き野菜

ローストオニオン

牛すじの肉吸い

ご飯、香の物

コーヒー　または　紅茶

デザート

Fresh Vegetables Sizzling Style

Return bonito marinated l ight mousse of eggplant and jelly of ginger

Teppan (iron griddle) fried half lobster, scallops, and white fish

Grilled Beef Fillet(80g) or Sirloin(100g)

Grilled Vegetables

Roasted Onion

Niku-Sui （Stewed beef soup）

Rice and Pickles

Coffee or tea 

Dessert 

¥13,750煌 kirameki

¥17,050匠 Takumi



※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。　※仕入れ状況により、内容の一部が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。
※特別な記載をしていない場合、国産米を使用しております。　※メニューには、食品表示法によるアレルギー物質（アレルゲン）を含む食品を使用しております。詳しくはスタッフまでお尋ねください。 

Alacarte
¥3,674

¥7,337

¥11,000

¥2,343

¥4,686

¥7,029

¥1,639

国産黒毛和牛フィレ肉 50g

 100g

 150g

国産黒毛和牛サーロイン  50g

 100g

 150g

鴨フォワグラのステーキ

Beef Fillet

Beef Sirloin

Fole-gras steak

¥1,023

¥649

¥1,023

¥2,750

¥3,575

¥6,622

¥407

¥924

牛すじオムレツ

帆立貝柱

白身魚

活け車海老（1尾）

活けオマール海老（半身）

活け鮑

ローストオニオン

いろどり野菜盛り合わせ

Stewed Beef Omelet

Scallop

Fish

Fresh Prawn

Fresh Lobster

Fresh Abalone

Roasted Onion

Assorted Vegetables

○上記以外にも旬の野菜を取り揃えております。

¥20,350頂 Itadaki

新鮮野菜のシズリングスタイル

海の幸とスパイシーな蛸　ロメスコソースとともに

鴨フォワグラのステーキ

活けオマール海老(半身）・活け鮑・白身魚の鉄板焼き

国産黒毛和牛フィレ肉（50ｇ）＆サーロイン（50ｇ）

いろどり焼き野菜

ローストオニオン

牛すじの肉吸い

ご飯、香の物

コーヒー　または　紅茶

デザート

Fresh Vegetables Sizzling Style

With seafood and spicy octopus romesco sauce

Fole-gras steak

Teppan (iron griddle) fried half lobster, scallops, and white fish　　　　　　　　　

Grilled Beef Fillet(50g) & Sirloin(50g)

Grilled Vegetables

Roasted Onion

Niku-Sui （Stewed beef soup）

Rice and Pickles

Coffee or tea

Dessert 



APERITIF MENU

※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。

White Wine Red Wine

Glass  ¥1,020　　Bottle  ¥5,850

セニョリオ デ オルガス／ミディアムボディ

豊かな果実味をしっかりと支えるバランスの良い酸とタンニンが特長の赤ワインです。
スペインの太陽をたっぷり浴びた果実味溢れる、完熟系ワイン。

SENORIO DE ORGAZ ［SPAIN］

Glass  ¥1,650　　Bottle  ¥9,200

シャトー・タイヤック・ルビィ／フルボディ

生き生きとしたルビー色。ブラックチェリー、プラムなど思わせるフルーティーな香りで、
口に含むと凝縮感のある果実味が広がり、雑味がなく、エレガントな味わいです。

CHATEAU TAYAC “RUBIS” ［FRANCE］

Bottle  ¥80,000
藍  ai  2014／フルボディ

ケンゾーエステイトワイナリーのトップキュベ。
2014ヴィンテージはナパ・ヴァレーで3年連続していた
素晴らしいヴィンテージのストーリーを結論付けるような過去最高の仕上がり。

Anvers NV Cuvee Blanc

ガストンはボルドー最大のネゴシアンの一つであるＣＶＢＧ社が有するブランドで、
ワインはいずれも安定した高品質を誇り、世界中から高い評価を受けています。

Glass  ¥1,020　　Bottle  ¥5,810

ガストン キュヴェ・プレステージ／ライトボディ
Gaston Cuvee Prest ige ［FRANCE］

ドメーヌ最上級のクラスを意味する、“IIIB（トワベー）”。
上質なリムーのシャルドネを使用。トロピカル・フルーを想わせるふくよかな味わいです。

Glass  ¥1,330　　Bottle  ¥7,500

IIIB（トワベー）・エ・オウモン／辛口
I I IB & Auromon Blanc ［FRANCE］

ムルソー、白ワインの銘醸地としてあまりに有名。「バターとヘーゼルナッツの香り」
とよく表現され、しっかりと樽が効いてコッテリとしたとろみがあり、
ボリューム感のある味わいは、スッキリさを楽しむような白ワインとは対極的で、
非常に飲みごたえがあります。偉大なムルソーの造り手、“ピエール・モレイ”の1本。

Bottle  ¥46,000

ムルソー プルミエ クリュ ジュヌヴァリエール
2010年／辛口
MEURASULT GENEVRIERES ［FRANCE］

Champagne

繊細な泡立ちと際立つ果実香、爽やかなのど越しをお楽しみ頂けます。

　　Bottle  ¥9,500

ジャン・ルイ ブラン・ド・ブラン・ブリュット／辛口
Jean Louis Blanc de Blancs Brut ［FRANCE］

200年を超える伝統と革新。美しいアネモネのボトルと、
洗練された味わいの「フルール・ド・シャンパーニュ（シャンパーニュの華）」。
しっかりとした骨格と、いきいきした酸味の絶妙なバランスが
調和とエレガンスを造り出している繊細なシャンパーニュ。
完璧なバランスを誇る、まさに芸術品です。

Bottle  ¥40,000

ペリエ・ジュエ・ ベル・エポック／辛口
PERRIER-JOUET BELLE EPOQUE ［FRANCE］

Glass  ¥1,450　　Bottle  ¥8,500
アンヴァース・NV　キュヴェ・ブランは、ワインが若い間に楽しむことができるようにソフトさと親しみやすさにフォーカスをあてたスパークリングワインです。

シャルマ方式で製造し、飲みやすい王道のスパークリングワインを目指しております。バランスが取れ、良好なストラクチャーがあり、後味はスッキリとしてさわやかです。

アンヴァース・NV　キュベ・ブラン / 辛口

～オーストラリア スパークリングワイン～

Glass  ¥1,020　　Bottle  ¥5,810

Glass  ¥1,020　　Bottle  ¥5,810

ガストン キュヴェ・プレステージ／辛口

ガストンはボルドー最大のネゴシアンの一つであるＣＶＢＧ社が有するブランドで、
ワインはいずれも安定した高品質を誇り、世界中から高い評価を受けています。
 

Gaston Cuvee Prest ige ［FRANCE］

ヴィオニエらしい白桃や洋ナシのような瑞々しい果実味が特徴。
一部オーク樽醗酵している為、ほのかなバニラ香が全体のコクや旨味をバランス
よくまとめています。

ジャン・クロード・マス ヴィオニエ レゼルヴ／辛口
Jean-Claude Mas Viognier Reserve ［FRANCE］



※料金には、いずれも消費税が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。

◎この他にもカクテル・ウイスキーなど多数ございますので、スタッフまでお声掛けください。

Beer
¥473

¥869

¥924

¥620

¥968

DRAFT BEER The PREMIUM MALT’S

DRAFT BEER The PREMIUM MALT’S

ASAHI SUPER DRY

ALL FREE

DRAUGHT GUINESS

ザ・プレミアム・モルツ（ドラフト）ハーフ

ザ・プレミアム・モルツ（ドラフト）380ml

アサヒ スーパードライ（中瓶）

オールフリー（ノンアルコール）（小瓶）

ドラフトギネス

Soft Drink
¥616

¥517

¥517

¥715

¥517

¥616

¥671

¥649

APPLE / GRAPE / MANGO / PINEAPPLE / ORANGE / PINK GRAPEFRUIT

GINGER ALE

COLA 

PERRIER

OOLONG TEA

Coffee (Hot / Iced)

Cafe au lait (Hot / Iced)

Tea (Hot / Iced)

フルーツドリンク各種
（りんご・ぶどう・マンゴー・パイナップル・オレンジ・ピンクグレープフルーツ）

ジンジャーエール

コーラ

ペリエ 

ウーロン茶

コーヒー（ホット／アイス）

カフェオレ（ホット／アイス）

紅茶（ホット／アイス）

Glass　¥900　　Bottle　¥9,174
シェリー樫樽での長期貯蔵による滑らかさ心地よいシェリー香と甘い飲み心地。

1合 ¥924【熱燗】 白雪
丹波杜氏伝承の技で仕込んだ飲み飽きない本格辛口清酒です。
豊かなコクを併せもつ逸品。

1合 ¥1,529【冷や・常温】 純米吟醸　八海山
米の旨みとまろやかな喉ごしをお楽しみ下さい。
よく晴れた冬の日、澄み渡る空気の中で日差しに解け始める雪。
そんな時に感じる、なんともいえない静けさとおだやかさ。

日本酒

【麦焼酎】樽貯蔵　KUROSHIMA 黒島／大分

Glass　¥1,078　　Bottle　¥10,703
甕壷に封印し、5年間寝かせた貯蔵古酒です。長期熟成により、
芋の華やかな香りも落ち着きを備え、気品漂う熟成香が感じられるようになってます。

【芋焼酎】秘蔵の酒　蛮酒の杯／鹿児島

焼酎

Glass　¥1,520山崎12年

ウイスキー

￥825

シンデレラ
（ノンアルコール）

オレンジ・パイナップル・レモンが
バランスよくミックスされたカクテル。
名前の由来はあの「シンデレラ」。
お酒を飲まない人でも楽しんでいただける
カクテルです。
［アルコール入りもご用意できます］




