12月限定ランチコース
December Lunch Course

サラダ
Salad

白身魚
Grilled Fish

焼野菜3種
Three Kinds of Grilled Vegetables

オーストラリア産 ビーフサーロインステーキ (150g)
Australian Beef Sirloin Steak (150g)

魚沼産コシヒカリ 味噌汁 香の物
Rice, Miso Soup and Japanese Pickles

デザート
Dessert

コーヒー または 紅茶
Coffee or Tea

¥6,000 (7,260)

※写真はイメージです。

※プラス￥1,000(1,210)でガーリックライスに変更できます。
You may select garlic fried rice with extra ￥1,000(1,210).

※プラス￥1,000(1,210)で海老(20g）2尾、 プラス￥2,000(2,420)で帆立貝またはフォワグラ、
プラス￥6,000(7,260)で鮑を追加できます。
You may add prawn(two Pieces) with extra￥1,000(1,210), scallop or foie gras with extra ￥2,000(2,420) or

abalone with extra ¥6,000(7,260).

ランチコース
Lunch Course

サラダ
Salad

白身魚
お好みのメイン料理をお選びください
Please Choose Your Favorite Main Dish

Grilled Fish

焼野菜4種

国産牛 フィレステーキ

Four Kinds of Grilled Vegetables

Japanese Beef Fillet Steak

80g
100g
150g

お好みのメイン料理

¥7,500 (9,075)
9,000 (10,890)
11,500 (13,915)

Your Main Dish

和牛サーロインステーキ
Wagyu Beef Sirloin Steak

魚沼産コシヒカリ 味噌汁 香の物

100g
150g
200g

Rice, Miso Soup and Japanese Pickles

¥8,500 (10,285)
10,500 (12,705)
12,500 (15,125)

デザート

銘柄和牛サーロインステーキ

Dessert

Brand Wagyu Beef Sirloin Steak

100g ¥11,500 (13,915)
150g 13,500 (16,335)
200g 15,500 (18,755)

コーヒー または 紅茶
Coffee or Tea

銘柄和牛フィレステーキ
Brand Wagyu Beef Fillet Steak

100g ¥13,500 (16,335)
150g 15,500 (18,755)
200g 17,500 (21,175)

※写真はイメージです。

※プラス￥1,000(1,210)でガーリックライスに変更できます。
You may select garlic fried rice with extra ￥1,000(1,210).

※プラス￥1,000(1,210)で海老(20g）2尾、 プラス￥2,000(2,420)で帆立貝またはフォワグラ、
プラス￥6,000(7,260)で鮑を追加できます。
You may add prawn(two Pieces) with extra￥1,000(1,210), scallop or foie gras with extra ￥2,000(2,420) or

abalone with extra ¥6,000(7,260).
( )内はサービス料10％と消費税が含まれたお支払い金額です。米の産地情報についてはスタッフまでお尋ねください。
アレルギー食材や食事制限がございますお客様はご注文の際にスタッフへお申し付けください。メニューは季節により変更になる場合がございます。
Prices in ( ) include 10％ service charge and consumption tax. If you wish to know where the rice was produced, please ask the staff.
Plese ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
All menu items may change depending on the day's produce.All menu items may change depending on the day's produce.

料理長 特撰ランチコース
Chef Special Lunch Course

先附
Small Appetizer

伊勢海老 季節ソース仕立て
Grilled Lobster Seasonal Sauce

松阪牛すきしゃぶ巻 卵黄ソースかけ
Matsusaka Beef Shabu-shabu with Egg Sauce

活鮑
Grilled Fresh Abalon

焼野菜４種
Four Kinds of Grilled Vegetables

神戸ビーフサーロインステーキ (100g)
Kobe Beef Sirloin Steak (100g)

釜炊き魚沼産コシヒカリ または ガーリックライス 味噌汁 香の物
Steamed White Rice or Garlic Fried Rice, Miso Soup and Japanese Pickles

デザート
Dessert

コーヒー または 紅茶
Coffee or Tea

¥27,000 (32,670)

※写真はイメージです。

( )内はサービス料10％と消費税が含まれたお支払い金額です。米の産地情報についてはスタッフまでお尋ねください。
アレルギー食材や食事制限がございますお客様はご注文の際にスタッフへお申し付けください。メニューは季節により変更になる場合がございます。
Prices in ( ) include 10％ service charge and consumption tax. If you wish to know where the rice was produced, please ask the staff.
Plese ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
All menu items may change depending on the day's produce.All menu items may change depending on the day's produce.

