
E V E N I N G
プリヴェ イヴニング 4:30p.m.-10:30p.m

表示価格に別途消費税8%、サービス料10%を加算させていただきます。
All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 8% consumption tax and 10% service charge.

食材によるアレルギーなどがございましたら、予め係へお申し付けください。
Kindly inform our staff  prior to ordering if you have any food allergies or are observing dietary restrictions.

キャヴィアキャヴィアキャヴィアキャヴィアとカラスミとカラスミとカラスミとカラスミのののの
冷製カペッリーニ冷製カペッリーニ冷製カペッリーニ冷製カペッリーニ

Capellini / caviar / bottarga

キャヴィアとポテトのキャヴィアとポテトのキャヴィアとポテトのキャヴィアとポテトの
ムースリーヌムースリーヌムースリーヌムースリーヌ

Caviar / creamy potato purée 

キャヴィアフラッペキャヴィアフラッペキャヴィアフラッペキャヴィアフラッペ
Caviar 50g 

¥3,000

¥9,500

¥39,000

前菜前菜前菜前菜／／／／ Appetizer

オリーブオリーブオリーブオリーブのマリネのマリネのマリネのマリネ
Marinated olives

鴨鴨鴨鴨肉のパテ・ド・カンパーニュ肉のパテ・ド・カンパーニュ肉のパテ・ド・カンパーニュ肉のパテ・ド・カンパーニュ
Country style pâté with pickles

スモークサーモンスモークサーモンスモークサーモンスモークサーモン
Smoked salmon

ほうれん草とほうれん草とほうれん草とほうれん草と
ベーコンのキッシュベーコンのキッシュベーコンのキッシュベーコンのキッシュ

Quiche Lorraine

イカとアヴォカドのイカとアヴォカドのイカとアヴォカドのイカとアヴォカドの
スパイシーフリットスパイシーフリットスパイシーフリットスパイシーフリット

Squid and avocado spicy fritter

海老と海老と海老と海老と帆立と帆立と帆立と帆立と
彩り彩り彩り彩り野菜のアヒージョ野菜のアヒージョ野菜のアヒージョ野菜のアヒージョ

Shrimp and scallop ajillo

ソーセージとソーセージとソーセージとソーセージと
カレー風味のトマトソースカレー風味のトマトソースカレー風味のトマトソースカレー風味のトマトソース

Currywurst

カリフラワーフリットカリフラワーフリットカリフラワーフリットカリフラワーフリット
Chou-fleur frites

¥1,000

¥2,400

¥1,800

¥2,000

¥1,800

¥1,800

¥1,600

¥1,600

キャヴィアキャヴィアキャヴィアキャヴィア／／／／ Caviar

おつまみおつまみおつまみおつまみ／／／／ Bar Food

チーズの盛り合せチーズの盛り合せチーズの盛り合せチーズの盛り合せ
Assorted cheese

季節の苺季節の苺季節の苺季節の苺盛り合わせ盛り合わせ盛り合わせ盛り合わせ
Assorted Seasonal Fresh Strawberries

ミックスミックスミックスミックス ナッツナッツナッツナッツ （（（（白トリュフ風味）白トリュフ風味）白トリュフ風味）白トリュフ風味）
Truffle flavored mixed nuts

スペイン産ポテトチップススペイン産ポテトチップススペイン産ポテトチップススペイン産ポテトチップス
（（（（黒トリュフ風味）黒トリュフ風味）黒トリュフ風味）黒トリュフ風味）

Truffle flavored potato chips

ヴァローナヴァローナヴァローナヴァローナ グアナラグアナラグアナラグアナラ ショコラショコラショコラショコラ
（（（（カカオカカオカカオカカオ70％）％）％）％）

Valrhona Guanaja chocolates 

¥2,600

¥3,000

¥1,300

¥1,000

¥1,500

上記バーフードメニューは、
11:30p.mまでご注文を承ります。

Bar food menu is available until 11:30p.m..

イベリコ豚生ハム（イベリコ豚生ハム（イベリコ豚生ハム（イベリコ豚生ハム（60g））））
Uncured ham of Ibérico

フレンチフライ（トリュフ風味）フレンチフライ（トリュフ風味）フレンチフライ（トリュフ風味）フレンチフライ（トリュフ風味）
Truffle flavored French Fries

¥3,000

¥1,700

¥1,500

Half



表示価格に別途消費税8%、サービス料10%を加算させていただきます。
All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 8% consumption tax and 10% service charge.

食材によるアレルギーなどがございましたら、予め係へお申し付けください。
Kindly inform our staff  prior to ordering if you have any food allergies or are observing dietary restrictions.

¥2,100

サラダサラダサラダサラダ／／／／ Salades 

Pan-fried duck foie gras, 

duck breast and confit,

chicory, dried fruits,

hazelnut

¥2,500ランデーズランデーズランデーズランデーズ Landaise

軽食軽食軽食軽食／／／／Meal

Scallop, shrimp, squid, 

white fish, mixed olives, 

leaf salad, tomato, 

saffron flavored mayonnaise, 

herb purée

¥2,400マルセイエーズマルセイエーズマルセイエーズマルセイエーズ Marseillaise

季節季節季節季節野菜野菜野菜野菜ののののクリュディテクリュディテクリュディテクリュディテ
Crudités: légumes cuits et crus 

アメリケーヌアメリケーヌアメリケーヌアメリケーヌ
Américaine

Pain de Campagne, grilled beef rib-eye, avocado, tomato, salad

パリジェンヌパリジェンヌパリジェンヌパリジェンヌ
Parisienne

Pain de Campagne, grilled vegetables, egg, basil mayonnaise, salad

クロックムッシュクロックムッシュクロックムッシュクロックムッシュ Croque Monsieur
White sauce, jambon blanc, gruyère

クロックマダムクロックマダムクロックマダムクロックマダム Croque Madame
White sauce, jambon blanc, gruyère, egg

3種の種の種の種のスライダーバーガースライダーバーガースライダーバーガースライダーバーガー
A selection of 3 slider burgers
- Grilled Japanese beef filet, 

onion confit, lettuce, mayonnaise

- Shrimp, scallop, ratatouille

- Mozzarella, fruit tomato, avocado 

¥3,100

¥2,700

¥2,300

¥2,500

¥3,100

Cucumber, paprika,

leaf lettuce, tomato,

marinated carrot,

parmesan cheese

ビーフステーキビーフステーキビーフステーキビーフステーキ／／／／ Diced Beef Steak

国産牛フィレ国産牛フィレ国産牛フィレ国産牛フィレ120g
Japanese beef filet  

¥8,000

¥12,000黒毛和牛フィレ黒毛和牛フィレ黒毛和牛フィレ黒毛和牛フィレ 120g
Black Wagyu beef filet



表示価格に別途消費税8%、サービス料10%を加算させていただきます。
All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 8% consumption tax and 10% service charge.

食材によるアレルギーなどがございましたら、予め係へお申し付けください。
Kindly inform our staff  prior to ordering if you have any food allergies or are observing dietary restrictions.

N I G H T
プリヴェナイトメニュー 10:30p.m.-11:30p.m.

¥1,800

¥1,800

¥1,800

¥2,200

¥2,900

チーズの盛り合せチーズの盛り合せチーズの盛り合せチーズの盛り合せ
Assorted cheese

季節の苺盛り合わせ季節の苺盛り合わせ季節の苺盛り合わせ季節の苺盛り合わせ
Assorted seasonal fresh strawberries

ミックスミックスミックスミックス・ナッツ（白トリュフ風味）・ナッツ（白トリュフ風味）・ナッツ（白トリュフ風味）・ナッツ（白トリュフ風味）
Truffle flavored mixed nuts

ドライフルーツドライフルーツドライフルーツドライフルーツ
Dried fruits

スペイン産ポテトチップス（黒トリュフ風味）スペイン産ポテトチップス（黒トリュフ風味）スペイン産ポテトチップス（黒トリュフ風味）スペイン産ポテトチップス（黒トリュフ風味）
Truffle flavored potato chips

ヴァローナグアナラショコラ（カカオヴァローナグアナラショコラ（カカオヴァローナグアナラショコラ（カカオヴァローナグアナラショコラ（カカオ70％）％）％）％）
Valrhona Guanaja chocolates 

サンドウィッチサンドウィッチサンドウィッチサンドウィッチ／／／／ Sandwich¥2,600

¥3,000

¥1,300

¥1,200

¥1,000

¥1,500

ハム＆エッグサンドウィッチハム＆エッグサンドウィッチハム＆エッグサンドウィッチハム＆エッグサンドウィッチ:
ハムハムハムハム、卵、レタス、卵、レタス、卵、レタス、卵、レタス

Ham & Egg sandwich: 

ham, egg, lettuce

ハム＆エメンタールサンドウィッチハム＆エメンタールサンドウィッチハム＆エメンタールサンドウィッチハム＆エメンタールサンドウィッチ:
ハム、エメンタールチーズ、レタス、ハム、エメンタールチーズ、レタス、ハム、エメンタールチーズ、レタス、ハム、エメンタールチーズ、レタス、 レッドオニオン、トマトレッドオニオン、トマトレッドオニオン、トマトレッドオニオン、トマト

Ham & Emmental sandwich: 

ham, emmental cheese, lettuce, red onion, tomato

ツナメルトサンドウィッチツナメルトサンドウィッチツナメルトサンドウィッチツナメルトサンドウィッチ: ツナ、ピクルス、チーズツナ、ピクルス、チーズツナ、ピクルス、チーズツナ、ピクルス、チーズ
Tuna melt sandwich: 

tuna, pickles, cheese

クラブハウスサンドウィッチクラブハウスサンドウィッチクラブハウスサンドウィッチクラブハウスサンドウィッチ:
ローストチキンローストチキンローストチキンローストチキン、エッグ、ベーコン、エッグ、ベーコン、エッグ、ベーコン、エッグ、ベーコン、レタス、トマト、レタス、トマト、レタス、トマト、レタス、トマト

Clubhouse sandwich: 

chicken, egg, bacon, lettuce, tomato

グリルドビーフとロメーヌレタスのサンドウィッチグリルドビーフとロメーヌレタスのサンドウィッチグリルドビーフとロメーヌレタスのサンドウィッチグリルドビーフとロメーヌレタスのサンドウィッチ
Grilled beef tenderloin sandwich: 

tenderloin, lettuce, onion, tomato


