
 

  ディナーディナーディナーディナーコースコースコースコース  Dinner Course  5:30p.m. ~ 10:00p.m. 

 

表示価格に別途サービス料 10%、消費税 10%を加算させていただきます。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。 

All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 10% service charge and 10% consumption tax. 

Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies or are observing dietary restrictions. 

 

 プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム ディナディナディナディナーーーー / PREMIUM DINNER  ¥8,800 

スモールアペタイザー 

Small appetizers 

——————————— 

ホワイトアスパラガスのスチーム / パルマ産プロシュートとトリュフドレッシング  

Steamed white asparagus / Parma prosciutto and truffle dressing 

——————————— 

帆立貝のムニエル / ハーブのクルート / 桜海老のビスク 

Scallops meuniére / herbs croûte / sakura shrimp bisque 

——————————— 

大山鶏もも肉のグリル / 舞茸のフリカッセ / 粒マスタードソース 

“Daisen” chicken leg grill / Maitake fricassee / grain mustard sauce 

または or 

仔牛フィレ肉のロースト / モリーユ茸とグリンピースのフリカッセ 

Roast filet of veal, morilles and green peas fricassee 

または or 

国産牛フィレ肉のグリル / ボーフォールとポテトのグラタン (+¥1,000) 

 Japanese beef tenderloin / Beaufort and potato gratin (+¥1,000) 

または or 

国産牛のローストビーフ グレイビーと季節野菜 

Roasted Japanese beef / gravy, seasonal vegetables  

――――――――――― 

アラカルトメニューよりデザートをお選びください 

Please select one dessert from A La Carte 

——————————— 

コーヒー または 紅茶 

Coffee or tea 

 

 フェヴァリットフェヴァリットフェヴァリットフェヴァリット ディナーディナーディナーディナー / FAVORITE DINNER         ¥7,400 

クレームヴィシソワーズ / 帆立貝のタルタル / 甲殻類のジュレ 

Vichyssoise / tartare scallops / crustacean jelly 

—————————— 

イサキのソテー / セミドライトマトとオリーブのコンディメント 

Pan fried threeline grunt / semi-dried tomatoes and olives condiment 

—————————— 

大山鶏もも肉のグリル / 舞茸のフリカッセ / 粒マスタードソース 

“Daisen” chicken leg grill / Maitake fricassee / grain mustard sauce 

または or 

西オーストラリア産骨付き仔羊 / 小芋とパールオニオン、ローズマリーの香り 

Rack of lamb / small potato and pearl onion, rosemary flavor 

または or 

国産牛フィレ肉のグリル / ボーフォールとポテトのグラタン (+¥1,500) 

 Japanese beef tenderloin / Beaufort and potato gratin (+¥1,500) 

または or 

国産牛のローストビーフ グレイビーと季節野菜(+¥1,000) 

Roasted Japanese beef / gravy, seasonal vegetables (+¥1,000) 

——————————— 

フレッシュフルーツのヴォロヴァン / フロマージュブランのアイス 

Fresh fruit vol-au-vent, fromage blanc ice cream 

——————————— 

コーヒー または 紅茶 

Coffee or tea 

 

 

 グランドグランドグランドグランド キッチンキッチンキッチンキッチン ディナーディナーディナーディナー / GRAND KITCHEN DINNER  ¥6,400 
 

クレームヴィシソワーズ / 帆立貝のタルタル / 甲殻類のジュレ 

Vichyssoise / tartare scallops / crustacean jelly 

または or 

ズワイ蟹のエフィロシェと根セロリのレムラード  

Zuwai crab effilocher and celeriac remoulade   

——————————— 

イサキのソテー / セミドライトマトとオリーブのコンディメント 

Pan fried threeline grunt / semi-dried tomatoes and olives condiment 

または or 

西オーストラリア産骨付き仔羊 / 小芋とパールオニオン、ローズマリーの香り 

Rack of lamb / small potato and pearl onion, rosemary flavor 

または or 

大山鶏もも肉のグリル / 舞茸のフリカッセ / 粒マスタードソース 

“Daisen” chicken leg grill / Maitake fricassee / grain mustard sauce 

または or 

国産牛フィレ肉のグリル / ボーフォールとポテトのグラタン (+¥1,500) 

 Japanese beef tenderloin / Beaufort and potato gratin (+¥1,500) 

——————————— 

柑橘類のデザート / 蜂蜜のエスプーマ  

 Citrus fruits dessert / honey espuma 

——————————— 

コーヒー または 紅茶 

Coffee or tea 

 

 

 

 

 

ラグジュアリーラグジュアリーラグジュアリーラグジュアリー ワインワインワインワイン ペアリングペアリングペアリングペアリング 4 種種種種 

Luxury Wine Pairing of 4 Glasses 

¥8,500 

 

お料理に合わせたソムリエ厳選のラグジュアリーワイン4 種 

フリーフローのミネラルウォーター 

+ ¥1,000 で1 杯目をシャンパーニュに変更いただけます。 

Four glasses of wine selected by our sommelier 

and 

free-flow of mineral water (still or sparkling) 

Substitute first drink with a glass of Champagne for an additional ¥1,000. 

 

 

— — — — — ※ — — — — — 

 

 

ワインペアリングワインペアリングワインペアリングワインペアリング4 種種種種 

Wine Pairing 

¥5,500 

 

お料理に合わせたソムリエ厳選のグラスワイン4 種 

フリーフローのミネラルウォーター 

+ ¥1,000 で1 杯目をシャンパーニュに変更いただけます。 

Four glasses of wine selected by our sommelier 

and 

free-flow of mineral water (still or sparkling) 

Substitute first drink with a glass of Champagne for an additional ¥1,000. 

 

 

— — — — — ※ — — — — — 

 

 

ワインペアリングワインペアリングワインペアリングワインペアリング3 種種種種 

Wine Pairing 

¥4,500 

 

お料理に合わせたソムリエ厳選のグラスワイン3 種 

フリーフローのミネラルウォーター 

+ ¥1,000 で1 杯目をシャンパーニュに変更いただけます。 

Three glasses of wine selected by our sommelier 

and 

free-flow of mineral water (still or sparkling) 

Substitute first drink with a glass of Champagne for an additional ¥1,000. 

 

 

— — — — — ※ — — — — — 

 

 

ノンアルコールノンアルコールノンアルコールノンアルコール ペアリングペアリングペアリングペアリング3 種種種種 

Non Alcoholic Pairing 

¥3,500 

 

お料理に合わせたソムリエ厳選の3 種のドリンク 

フリーフローのミネラルウォーター  

Three glasses of beverage selected by our sommelier 

and 

free-flow of mineral water (still or sparkling) 

 

 

 


