Prefixe
Course A

Course B

￥4500
Please choose 1 appetizer + 1 main + 1 dessert + cafe
前菜から１品、メインから 1 品、デザートから１品、

￥6000
Please choose 1 appetizers + 1 pasta + 1 main + 1 desseert + cafe
本前菜から 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。

コーヒー又は紅茶をお選びいただけます。

(Soup, 1appetizers,1main,1dessert ,cafe)
( スープ、前菜１品、メイン１品、デザート１品、カフェ )

Soup,1appetizers,pasta,1main,1dessert,cafe
( スープ、前菜１品、ベーニェ、パスタ、メイン１品、デザート１品、カフェ )

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
Marinated seafood
シーフードマリネ
Tuna tartar steak（＋with cavier）
本マグロのタルタルステーキ
＋キャビア￥2000
Chianina cattle carpaccio
キアニーナ牛 カルパッチョ
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
Gratin of true cod and milt
真鱈と白子のグラタン
Buﬀalo chickein wings with blue cheese dip
バッファローチキンウィング ブルーチーズディップ
Empanada of potatoes
じゃがいものエンパナーダ

Main
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
Vesuvio with oysters and organic vegetables and raw seaweed cream sauce
ヴェスヴィオ 真牡蠣と有機野菜と生海苔のクリームソース

Fish

Today's ﬁsh
本日の魚料理

Meat

After aging at low temperature, bring out umami and softness
we bake fragrantly with ﬁrewood ﬁre.
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
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
T-bone steak-Tottori prefecture domestic cattle
鳥取県産 国産牛 T ボーンステーキ 700g （2 名様～）
+￥3500
Grilled "Daisen" chicken leg meat with vinedloo paste
大山鶏モモ肉グリル ヴィンダルウペースト 200g
Roasted Yonezawa pork loin with apples and nuts
米澤豚ロースと林檎とナッツのロースト 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

※表示価格に、消費税８％を加算致します。

Desserts
Today's gelate
本日のジェラート

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 strawberry jam
パンナコッタ ストロベリージャム
Millefeuille with strawberry
ストロベリーのミルフィーユ
Pecan pie
ピーカンナッツ・パイ
Tiramisu
北海道産マスカルポーネのティラミス
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（HOT/COLD）
コーヒー オーガニックブレンド
Caﬀe latte Colombia（HOT/COLD）
カフェラテ コロンビア
Cafe au lait Brazil Fezenda IBIPORA（HOT/COLD）
カフェオレ ブラジル イビポラ農園
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 SanFrancisco
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

