
1 周年記念食べ比べランチコース
1st Ann iversary  Spec ia l  Lunch Course

白身魚のカルパッチョ
Fish Ca rpacc io

サラダ
Sa lad

焼野菜 3 種
Three  K inds  of  Gr i l led  Vegetables

和牛サーロインステーキ 食べ比べ　
佐賀牛・静岡そだち（各５０ｇ）

Two Var iet ies  of  Wagyu Beef  Si r loin  Steak
Saga Wagyu Beef , Sh i zuoka Sodach i  Wagyu Beef  (50g each)

御飯 味噌汁 香の物
Rice ,  M iso  Soup and Japanese  P ick les

※ガーリックライスをご希望の場合は、プラス￥1,000(1,210) にて承ります。
You may se lec t  ga r l ic  f r ied  r ice  w i t h  ex t ra  ¥1,000(1,210).

デザート＆コーヒー
Desser t  and Coffee

¥9,000（10,890）

 
（　）内はサービス料・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.
Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.

All menu items may change depending on the day’s produce.



平日限定 鉄板焼ランチ御膳
Lunch Set  Weekdays  On ly

小鉢
Smal l  Appet i zer

茶碗蒸し
Steamed Egg Custa rd

造里
Sash imi

サラダ
Sa lad

焼野菜 3 種
Three  K inds  of  Gr i l led  Vegetables

ビーフサーロインステーキ（80g）
Beef  Si r loin  Steak（80g）

御飯 味噌汁 香の物
Rice ,  M iso  Soup and Japanese  P ick les

※ガーリックライスをご希望の場合は、プラス￥1,000(1,210) にて承ります。
You may se lec t  ga r l ic  f r ied  r ice  w i t h  ex t ra  ¥1,000(1,210).

デザート＆コーヒー
Desser t  and Coffee 

¥3,500（4,235）

（　）内はサービス料・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.

Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
All menu items may change depending on the day’s produce.

平日限定 レディスランチコース
 Ladies  Lunch Course  Weekdays  On ly

先附
Smal l  Appet i zer

魚介類 2 種 ( 海老・帆立 )
Gr i l led  Sea food (Prawn and Sca l lop)

サラダ
Sa lad

焼野菜 3 種
Three  K inds  of  Gr i l led  Vegetables

フォワグラソテー
Sauteed Foiegras

和牛薄切りステーキ（50g）
Sl iced  Wagyu Beef  Steak（50g）

または
or

ビーフサーロインステーキ（80g）
Beef  Si r loin  Steak（80g）

御飯 味噌汁 香の物
Rice ,  M iso  Soup and Japanese  P ick les

※ガーリックライスをご希望の場合は、プラス￥1,000(1,210) にて承ります。
You may se lec t  ga r l ic  f r ied  r ice  w i t h  ex t ra  ¥1,000(1,210).

デザート＆コーヒー
Desser t  and Coffee 

¥4,200（5,082）

（　）内はサービス料・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.

Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
All menu items may change depending on the day’s produce.



ランチコース 桐
 Lunch Course  “K IR I ”

先附
Smal l  Appet i zer

シェフのおすすめ カナッペ 2 種
Two K inds  of  Canapés

白身魚のグリル
Gri l led  Fi sh

サラダ
Sa lad

焼野菜 3 種
Three  K inds  of  Gr i l led  Vegetables

国産牛フィレステーキ (80g )
Japanese  Beef  Fi l let  Steak（80g）

御飯 味噌汁 香の物
Rice ,  M iso  Soup and Japanese  P ick les

※ガーリックライスをご希望の場合は、プラス￥1,000(1,210) にて承ります。
You may se lec t  ga r l ic  f r ied  r ice  w i t h  ex t ra  ¥1,000(1,210).

デザート＆コーヒー
Desser t  and Coffee 

¥7,000（8,470）

（　）内はサービス料・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.

Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
All menu items may change depending on the day’s produce.

ランチコース 楓
 Lunch Course  “KAEDE”

先附
Smal l  Appet i zer

シェフのおすすめ カナッペ 2 種
Two K inds  of  Canapés

白身魚のグリル
Gri l led  Fi sh

サラダ
Sa lad

焼野菜 3 種
Three  K inds  of  Gr i l led  Vegetables

ビーフサーロインステーキ（100g）
Beef  Si r loin  Steak（100g）

御飯 味噌汁 香の物
Rice ,  M iso  Soup and Japanese  P ick les

※ガーリックライスをご希望の場合は、プラス￥1,000(1,210) にて承ります。
You may se lec t  ga r l ic  f r ied  r ice  w i t h  ex t ra  ¥1,000(1,210).

デザート＆コーヒー
Desser t  and Coffee 

¥5,000（6,050）

（　）内はサービス料・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.

Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
All menu items may change depending on the day’s produce.



ランチコース 桧
 Lunch Course  “HINOKI”

先附
Smal l  Appet i zer

シェフのおすすめ カナッペ 3 種とカルタファタ包み
Three K inds  of  Canapés  Stewed Beef  i n  Ca lta fata  Wrap 

造里
Sash imi

伊勢海老 ( 半身 )
Gr i l led  Lobster(Ha l f )

サラダ
Sa lad

焼野菜 3 種
Three  K inds  of  Gr i l led  Vegetables

武州和牛サーロインステーキ (120g )
Brand Wagyu Beef  Si rloin  Steak  (120g )

または
or

武州和牛フィレステーキ (80g )
Brand Wagyu Beef  Fi l let  Steak（80g）

御飯 味噌汁 香の物
Rice ,  M iso  Soup and Japanese  P ick les

※ガーリックライスをご希望の場合は、プラス￥1,000(1,210) にて承ります。
You may se lec t  ga r l ic  f r ied  r ice  w i t h  ex t ra  ¥1,000(1,210).

デザート＆コーヒー
Desser t  and Coffee

¥15,000（18,150）

（　）内はサービス料・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.

Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
All menu items may change depending on the day’s produce.

ランチコース 欅
 Lunch Course  “KEYAKI”

先附
Smal l  Appet i zer

シェフのおすすめ カナッペ 3 種
Three  K inds  of  Canapés

白身魚のグリル スープ仕立て
Gri l led  Fi sh  w ith  Soup

サラダ
Sa lad

焼野菜 3 種
Three  K inds  of  Gr i l led  Vegetables

銘柄和牛サーロインステーキ (120g )
Brand Wagyu Beef  Si rloin  Steak  (120g )

または
or

銘柄和牛フィレステーキ (80g )
Brand Wagyu Beef  Fi l let  Steak（80g）

御飯 味噌汁 香の物
Rice ,  M iso  Soup and Japanese  P ick les

※ガーリックライスをご希望の場合は、プラス￥1,000(1,210) にて承ります。
You may se lec t  ga r l ic  f r ied  r ice  w i t h  ex t ra  ¥1,000(1,210).

デザート＆コーヒー
Desser t  and Coffee

¥10,000（12,100）

（　）内はサービス料・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.

Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
All menu items may change depending on the day’s produce.



（　）内はサービス料・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.

Please ask our staff if you have any food allergies or special dietary restrictions.
All menu items may change depending on the day’s produce.

ア・ラ・カルト   A  La  Car te

秋の収穫フェア  おすすめの一品
Autumn Hervest Fair

　 

焼き栗のせ鱒のムニエル バター醤油かけ ¥2,500 (3,025)  　 
Trout with Chestnuts, Butter and Soysauce

前菜　Appetizer   

 ミックスサラダ 1,600 (1,936)  
 Salad

 シェフのおすすめ 焼野菜 5 種 2,000 (2,420) 
 Five Kinds of Gri l led Vegetables

 前菜 盛り合わせ３種 2,000 (2,420) 
 Three Kinds of Assorted Appetizers

 フォワグラソテー (40g) 2,000 (2,420) 
 Sauteed Foie  g ras(40g )

 

ア・ラ・カルト   A  La  Car te

シーフード　Seafood

 帆立貝（1個） ¥1,300 (1,573) 
 Gri l led Scallop（One Piece）

 活車海老（1尾） 2,300 (2,783) 
 Gri l led Fresh Prawn（One Piece）

 活伊勢海老（1尾） 時価 
 Gri l led Fresh Lobster（One Piece） Market Price 

 活あわび（1個） 時価 
 Gri l led Fresh Abalone（One Piece） Market Price

和牛　Wagyu Beef

    銘柄和牛 サーロイン ステーキ（100g）                    6,000 (7,260) 
 Brand Wagyu Beef Sirloin Steak（100g）  

　 銘柄和牛 フィレ ステーキ（80g）                             6,000 (7,260) 
    Brand Wagyu Beef Fi l let Steak（80g）  

 神戸ビーフ サーロイン ステーキ（100g）                15,000 (18,150) 
 Kobe Beef Sirloin Steak（100g）

 神戸ビーフ フィレ ステーキ（80g）                        15,000 (18,150) 
 Kobe Beef Fi l let Steak（80g）

御飯　Rice

 ガーリックライス                                                   1,000 (1,210) 
 Garl ic Fried Rice


