
 (    ) Is the displayed charge including consumption tax and 10% service charge. 
（　）内の表示料金は消費税・サービス料 10％を含んだ表示料金となります。

DINNER MENU
- PASTA & BREAD -

- DESSERT -

GRILL

Japanese “Yonezawa” Pork

山形県産 米沢豚肩ロース ¥1,800 (2,178)

Salmon and Clam Cream Spaghetti

サーモンとアサリのクリームソース スパゲティー ¥1,500 (1,815)

Prime Steak and Meatloaf Burger

プライムステーキ＆ミートローフバーガー ¥1,900 (2,299)

Iberico Bacon and Vegetables Bread Pizza

イベリコベーコンと野菜のピザトースト ¥1,800 (2,178)

Original Ragout Beef Spaghetti

オリジナル粗びきミートソース スパゲティー ¥1,700 (2,057)

Smoked Chesse Cake

スモークチーズケーキ ¥900 (1,089)

Assorted Seasonal Fruits

季節のフルーツの盛り合わせ ¥1,800 (2,178)

Today’ s Dessert

本日のデザート

Classic Cholate Cake

クラシックガトーショコラ ¥800 (968)

¥900 (1,089)

- HOT APPETIZER-

- COLD APPETIZER -

Bacon,Kale,Romaine lettuce Caesar Salad

厚切りベーコン , ケール , ロメインのシーザーサラダ ¥1,100 (1,331)

Oyster Platter (4pc)

兵庫県産　オイスタープラッター (4pc) ¥1,600 (1,936)

Marinated Trout Salmon with Dill Vinaigrette

トラウトサーモンのマリネ ディルヴィネグレット ¥1,400 (1,694)

Parma Prosciutto and Burrata

パルマ産生ハムとブラータチーズ ¥1,800 (2,178)

Shrimp Cocktail (6pc)

シュリンプカクテル (6pc) ¥1,200 (1,452)

Country Fried Potato

北海道産ケイジャンフライドポテト ¥1,000 (1,210)

Oyster and Spinash Gratin (2pc)

牡蠣とほうれん草のグラタン (2pc) ¥1,500 (1,815)

Shrimp Fritter with Tfuf�e Tartar Sauce

シュリンプフリッター トリュフタルタルソース ¥1,400 (1,694)

Grilled Vegetables with Romesco Sauce

本日入荷 産直野菜のグリル ロメスコソース ¥1,800 (2,178)

Fried Brussels Sprouts with Feta Chesse and Walnut 

芽キャベツのフリット フェタとクルミのクランブル ¥1,200 (1,452)

各国から厳選した食材をウイスキーやカクテルと一緒に楽しめる
グリル料理でご用意しました。

We have prepared ingredients carefully selected from each country in grilled dishes 
that you can enjoy  with whiskey and cocktails. 

Today’ s Japanese “Wagyu” Beef

本日の黒毛和牛 ¥  ASK

Scotch Langstine (2pc)

スコットランド産 大赤座海老 (2pc) ¥2,800 (3,388)

New Zealand Lamb Chops (2pc)

ニュージーランド産 ラムラック (2pc) ¥2,500 (3,025)

Australian Angus Beef Tenderloin

オーストラリア産 アンガス牛テンダーロイン ¥2,600 (3,146)

Iberico Pork Sausage (2pc)

イベリコ豚のソーセージ (2pc) ¥2,400 (2,904)

US Prime Hanging Tender Beef 

US プライム バベット（ハラミ） ¥1,900 (2,299)

Thick Sliced   “Canadian” Beef Tongue

カナダ産 厚切り牛タン ¥2,200 (2,662)

 Please ask the staff for the contents and price. 
※　内容、価格はスタッフにお訪ね下さい。



 (    ) Is the displayed charge including consumption tax and 10% service charge. 
（　）内の表示料金は消費税・サービス料 10％を含んだ表示料金となります。

BAR FOOD
- SMOKE -

Mixed Nuts

ミックスナッツ ¥700 (847)

Seasonal Grape

季節のブドウ ¥1,000 (1,210)

Quail Egg

ウズラの卵 ¥900 (1,089)

Honemade Beef Jerky

自家製ビーフジャーキー ¥1,200 (1,452)

Green Olive

グリーンオリーブ ¥800 (968)

Assorted Homemade 3 kind of Smoke

自家製スモークの 3種盛り合わせ ¥1,600 (1,936)

Assorted 3 kinds of Cheese

厳選した 3種のチーズの盛り合わせ ¥1,600 (1,936)

“Minimal” Chocolate

“ミニマル” ペアリングチョコレート ¥1,400 (1,694)

- SNACK -

Seasonal Vegetables Pickles

季節の野菜ピクルス ¥700 (847)

Dry Raisins

マラガ産枝付きドライレーズン ¥900 (1,089)


