
Today's Fresh oyster vermouth　citrus　jelly

本日のフレッシュオイスター　ベルモットシトラスジュレ　 １piece　800

Parma prosciutto slices 30g

パルマ産プロシュート　スライス３０ｇ 900

Takumi of Daisen chicken liver paste the Marsala wine flavor melba toast

匠の大山鶏レバーパテ　マルサラワイン風味　メルバトースト 900

Jumbo shrimp cocktail horseradish sauce

ジャンボシュリンプカクテル　ホースラディッシュソース 1piece　800　/　4piace　2800

Today's soup

本日のスープ 700

Oniongratin　Soup

オニオングラタンスープ 1200

Organic vegetables in season charcoal betgnet of Shimonita leek

旬の有機野菜　下仁田葱のチャコール　ベーニェ　 1200

Traditional Caeser salad

トラディショナル・シーザーサラダ　クロカンベーコン　 1200

The stick of organic vegetables which reaches from a contract farmhouse  Cheese foudue

契約農家から届く有機野菜スティック　チーズフォンデュ　 1400

Organic winter vegetables and avocado chop salad  Buttermilk ranch dressing

有機冬野菜とアボカドのチョップサラダ　バターミルクランチドレッシング 1400

The yellow tail marinated with Meyer Lemon and ceviche in PAKUCHI

マイヤーレモンでマリネしたハマチとパクチーのセビーチェ 1400

The tuna carpaccio warmed over a fire by the firewood fire  Beets puree  Cumin dressing

薪火で炙ったマグロのカルパッチョ　ビーツピューレ　クミンドレッシング 1400

Baking king crab and grapefruit salad  Spicy coconut dressing

焼きタラバ蟹とグレープフルーツのサラダ　スパイシーココナッツドレッシング 1600

Crocchetta Enchilada sauce of minced beef, taro potato and Mascarpone cheese

牛挽肉と里芋とマスカルポーネチーズのクロケッタ　エンチラーダソース 1400

桜、林檎、ピートを使った自家製 燻製になります。

Monterey jack　　 Norway Salmon Scallop adductor muscles　

モントレージャック ノルウェーサーモン ホタテ貝柱

Bacon Duck sirloin Mino boar 1piece    700 

べ―コン 合鴨ロース 清流ぼたん 3piece　 1600 

6piece   2800 

※表示価格に、消費税８％を加算致します。

《 　Starterｓ 　》

《　　Smoke plateｓ　　》

《 　Appetizers 　》



Black Cod Cajun spice Sauce roast

ブラックコッドのケイジャンスパイスのロースト　タルタルソース　 2100

"Tempura" of a soft shell club　Crystal  Sea salt  Powdered green tea  Lemon 

ソフトシェルクラブの”TEMPURA”　クリスタルシーソルト　抹茶　レモン 1800

Acqua pazza which is fresh fish today more than Nagasaki-ken Goto-retto

長崎県五島列島より　本日鮮魚のアクアパッツァ　 2800∼

Canadian lobster Teppanyaki

カナダ産　活ロブスターの鉄板焼　 450g up 4200∼

～低温熟成させてから、旨味と柔らかさを引き出したお肉を薪と炭で燻しながら、香ばしく焼き上げます～

Tottori Prefecture domestic cattle T- Bone

鳥取県　国産牛　T-ボーン　 900g 12800

Tottori Prefecture domestic cattle L- Bone

鳥取県　国産牛　L-ボーン　 800g 11800

Tottori Prefecture Japanese beef sirloin

鳥取県産　黒毛和牛　サーロイン　 150g 4200 300g 7800

Made in US Black Angus beef USDA prime NY strip loin

ブラックアンガス牛 USDAプライム NYストリップロイン　　　 150g 2700 300g 4800

Made in US black Angus beef  USDA prime ribiyeroll  　　

ブラックアンガス牛 USDAプライム リブアイロール　　　 200g 3600 400g 6500

Made in US black Angus beef  USDA prime tenderloin 　　

ブラックアンガス牛 USDAプライム テンダーロイン 150g 3800 300g 7200

Takumi of Daisen chicken bone with a thigh

匠の大山鶏 骨付きもも肉　ビンダルウペースト　 400g 2800

”Iwatyu" pork loin black Shichimi garlic honey rosemary

岩中豚ロース肉 黒七味唐辛子 ニンニク 蜂蜜 ローズマリー 250g 2800

Made in NZ  WAKANUI  Spring lamb rack  　 HalfSize Fullruck

ＮＺ産ワカヌイ スプリングラムラック　チミチュリソース　 2800 4800

A french fry  

フレンチフライ　 700

Mashed potatoes

マッシュポテト 800

Shiitake mushroom saute of "Gifu shiitake　brothers"

しいたけブラザーズが育てた原木栽培椎茸のソテー 1200

Grill of the organic vegetables which have reached from a contract farmhouse

契約農家から届いた有機野菜のグリル　 1200

《 　　Surf　　 》

《 　　Turf　　 》

《 　Sides　 》



Special mince cutlet sandwich demi-glace sauce served with French fries

特製メンチカツサンドウィッチ デミグラスソース フレンチフライ付 1600

"Wagyu" sandwich red wine mustard sauce with French flies

和牛サンドウィッチ 赤ワインマスタードソース フレンチフライ付 3400

BLT sandwich burger  150 grams of red beef made in US and coarseness grind pate of black hair Japanese Cattle

ＢＬＴバーガー 赤身ビーフと和牛の粗挽きパティ　150ｇ  　　フレンチフライ付　 1500

soft buns  Homemade smoked bacon, lettuce and tomato

（ソフトバンズ、自家製燻製ベーコン、レタス、トマト）

Mini Burger Platter  With a French fries  (Plain, sole fry and shrimp schnitzel)

ミニバーガープレート　フレンチフライ付　（プレーン、下平目フライ、シュリンプカツレツ）　 2600

Linguine  Bottaruga made in Sardinia and EX virgin olive oil sauce of Citrus sudachi.

リングイネ　サルディーニャ産ボッタルガと酢橘のEXバージンオリーブオイルソース　　 2000

Spaghetti Smoked bacon and truffle spaghetti alla carbonara 

きたあかりのニョッキ　濃厚ゴルゴンゾーラチーズとクルミのクリームソース 1800

Fettucine of a whole wheat flour meat soace of black hair Japanese Cattle

手打ちフェットゥチーネ　黒毛和牛のボロネーゼ　 1800

Linguine ”Pescatora”　tometo cream soace of Lobster ※for 2～３persons

リングイネ　オマール海老のトマトクリームソース ※2∼3人前になります 4800

Fruit roll

フルーツロール　　（フルーツ、トマト、チーズ、マンゴージェラート） 1400

Salmon  roll

サーモンロール　 （ノルウェーサーモン、アボカド、ジュレ溜まり醤油）　　 1200

Shrimp roll

海老TEMPURAロール （海老、胡瓜、梅肉、ハーブ、酢橘）  　 1300

”KUROGEWAGYU” Claim balsamic vinegar  Collected soy sauce  Japanese horseradish  

鳥取県産　黒毛和牛の握り　４貫　 1950

Freshly baked bread assortment

パンの盛合せ 500

Garlicrice

ガーリックライス　 1200

Grana padano ｃheese and risotto of black truffle

グラナパダーノチーズとブラックトリュフのリゾット 3600

※ I'll make you with raw rice, so it takes time.

※生米からお作りいたしますのでお時間が掛かります Riso Carnaroli

Our rice is Koshihikari made in Uonuma.　and Carnaroli made in Italy is used 

（当店のお米は魚沼産コシヒカリとItaly産カルナローリ米を使用しております）

《　　Sandwiches　　》

《　　Hamburgers　　》

《 　　Rice　　/　　Ｂｒｅａｄ　　》

《  　Sushi　 /  　Roll　  》

《 　Pasta　 》


