
Course B
￥6000（税別）

　Please choose  2x appetizers ＋ pasta + 1x main + 1x dessert ＋coffee or tea
前菜から 2品、メインから 1品、デザートから 1品、

コーヒー 又は 紅茶をお選びいただけます。

(Amuse, soup, 2x appetizers, pasta, 1x main, 1xdessert and coffee or tea
（アミューズ、スープ、前菜 2品、パスタ、メイン 1品、デザート 1品、コーヒー）

Course A
￥4500（税別）

　　Please choose 1x appetizer ＋ 1x main + 1x dessert ＋coffee or tea
前菜から 1品、メインから 1品、デザートから 1品、

コーヒー 又は 紅茶をお選びいただけます。

(Amuse, soup,1x appetizer, 1x main, 1x dessert and coffee  or  tea)
（アミューズ、スープ、前菜１品、メイン１品、デザート１品、コーヒー）

Autumn Course Menu

　Appetizers　
Today's fresh oyster

本日のフレッシュオイスター 2p　

Ceser salad of organic Romaine lettuce from the contracted farmers
有機ロメインレタス　シーザーサラダ

Jumbo shrimp cocktail with 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

Grilled Laegehead hairtail and lafrance salad with raspberry vinaigrette
炙り太刀魚とラフランスのサラダ　ラズベリーのヴィネグレット

Tuna carpaccio, beets and champagne marinated salmon caviar
本マグロのカルパッチョ　ビーツ　イクラシャンパンマリネ

Marinated Norway salmon and FUYU persimmon tomato mozzarella
ノルウェーサーモンマリネ　富有柿　トマト　モッツァレラ

Charcoal grilled eel  turnip salad with tappenard sauce
鰻の炭火焼　あやめ雪サラダ　タップナードソース

Snow crab, taro and mascarpone cake with tomato sauce
ズワイ蟹と里芋とマスカルポーネのケーキ　トマトソース

Horse tartar steak roasted by wood fired grill
薪火で炙った馬肉のタルタルステーキ　＋¥500

Sauteed foie gras with apple, French toast and balsamic
フォアグラのソテー　林檎　フレンチトースト　バルサミコ　＋¥500

Main
Meat

After aging at low temperature, bring out  umami and softness  
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

we bake fragrantly with firewood fire.
薪火で燻しながら、香ばしく焼き上げます

Dice cut onions   and    Black Angus beef hamburger steak
ダイスカットオニオンとブラックアンガス牛のハンバーグ 200g

Made in US black Angus beef  USDA prime ribiyeroll 
ブラックアンガス牛 USDAプライム リブアイステーキ 200g　＋￥500

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　＋￥900

Sirloin steak - Tottori prefecture Wagyu　” Oleic55”
鳥取和牛オレイン 55　サーロインステーキ 100g　＋￥1200

Paiyar   Chicken breast meat  with   vinedloo paste
大山鶏モモ肉グリル　ブルーベリーソース 200g

Rosted Yonezawa pork loin meat "pizzaiola"
米澤豚ロース　ピッツァイオーラ 180g

Stew of prime cow tongue stewed for five hours
5時間煮込んだプライム牛タンのシチュー　＋￥500

Fish
Today's  fish
本日の魚料理

Pasta
Fettucine of  whole wheat flour   meat sauce of black hair Japanese Cattle
全粒粉の手打ちフェットゥチーネ　黒毛和牛のボロネーゼ

Today's  pasta
自家製手打ちパスタ” ペンネ” 渋皮栗とバルバリー鴨のラグーソース＋￥500

Desserts
Semifred of pistachio with fruits

ピスタチオのセミフレッド　フルーツ添え
Affogato of vanilla gelato

バニラジェラートのアッフォガート

Panna cotta with Pear compote
パンナコッタと梨のコンポート

Pecan pie
ピーカンナッツ・パイ

Fig tart
イチジクのタルト

Tiramisu 
北海道産マスカルポーネのティラミス

Terrine of Schein Muscat
シャインマスカットのテリーヌ

Giandujas chocolate souffle with vanilla gelato
ジャンドュ―ヤチョコレートのスフレ　バニラジェラート添え

Organic coffee tea
Espresso  (Colombia)

エスプレッソ  (コロンビア）
Coffee　（Organic blend）

コーヒー　( オーガニックブレンド )（HOT/COLD）
Caffe latte　（Colombia）

カフェラテ　（コロンビア）（HOT/COLD）
Cafe au lait　（Brazil　Fezenda　IBIPORA）

カフェオレ　（ブラジル　イビポラ農園）（HOT/COLD）
Cappuccino （Colombia）
カプチーノ ( コロンビア )

Tea  or  Harb tea（Mighty-leaf San Francisco）
紅茶 又は ハーブティ ( マイティリーフ　サンフランシスコ )

Royal assam estate（Mighty-leaf San Francisco）
ロイヤルアッサムエステート ( マイティリーフ　サンフランシスコ )

Iced  peach ginger tea（Mighty-leaf San Francisco）
アイスピーチジンジャーティ ( マイティリーフ　サンフランシスコ )


