
COURSECOURSE
10,00010,000

Chef's special
シェフからの一皿

アミューズ

Kale Salad with Smoked Paprika Chicken, Walnuts, and Gorgonzola 
スモークパプリカチキン　胡桃　ゴルゴンゾーラ　ケールサラダ

前菜

Snow crab cake in tartar sauce
ズワイ蟹のクラブケーキ　タルタルソース

温前菜

Chili con carne razani ricotta cheese
チリコンカルネラザーニリコッタチーズ

パスタ

Grilled roasted lobster with charred butter and grilled lemon
ロブスターグリルロースト　焦がしバターとグリルレモン

魚

Granita
グラニテ

グラニテ

Japanese top sirloin cap roast, served with roasted garlic sauce
国産牛イチボロースト　ローストガーリックソース

肉

American cherry pie & Vanilla ice cream
アメリカンチェリーパイ＆バニラアイス

デザート

Onion gratin soup with Awaji onions or New England Clam Chowder
淡路島産玉ネギのオニオングラタンスープ or
ニューイングランド　クラムチャウダー

スープ

Chef's special
シェフからの一皿

アミューズ

Seafood ceviche crushed lemon
シーフードセビーチェ　クラッシュレモン

前菜

Snow crab cake in tartar sauce
ズワイ蟹のクラブケーキ　タルタルソース

温前菜

Chili con carne razani ricotta cheese
チリコンカルネラザーニリコッタチーズ

パスタ

Grilled red snapper with fried onions, dried tomatoes, and olives
真鯛のグリルとフライドオニオン　ドライトマトとオリーブ

魚

Cut skirt steak, served with chimichurri sauce made with Kujo scallion
牛ハラミカットステーキ　九条葱のチュミチュリソース

肉

New York caramel cheesecake
ニューヨークキャラメルチーズケーキ

デザート

Onion gratin soup with Awaji onions or New England Clam Chowder
淡路島産玉ネギのオニオングラタンスープ or
ニューイングランド　クラムチャウダー

スープ

Stovetop no-knead wholemeal bread
ストーブココット全粒粉ブレッド

パン

8,0008,000

Stovetop no-knead wholemeal bread
ストーブココット全粒粉ブレッド

パン



APPETIZER &
SOUP & SALAD
APPETIZER &
SOUP & SALAD

※表示価格は消費税・サービス料別の金額です

前菜AppetizerAppetizer

CEDAR cheese macaroni "Mac & Cheese" 980
CEDARチーズマカロニ”マッケンチーズ”

Mascarpone and blue cheese dips with raisin bread 980
マスカルポーネとブルーチーズディップ　レーズンブレッド

Snow crab cake in tartar sauce 1,800
ズワイ蟹　クラブケーキ　タルタルソース　

Bigeye tuna and avocado tartare, served with a Gochujang dressing 1,400
めばちマグロとアボガドのタルタルスタイル　コチュジャンドレッシング

スープSoupSoup

New England clam chowder harf 950 / full 1,450
ニューイングランド　クラムチャウダー

Onion gratin soup with Awaji onions harf 980 / full 1,480
淡路島産玉ネギのオニオングラタンスープ

Omar shrimp and snow crab bisque harf 1,110 / full 1,700
オマール海老とズワイ蟹のビスク

サラダSaladSalad

Classic caesar salad with romaine lettuce and homemade bacon　 1,780
ロメインレタスと自家製ベーコンのクラシックシーザーサラダ　　

Chopped cobb salad with Chicken, Small prawns, and Avocado  1,880
チキン　小海老　アボカド　チョップド　コブサラダ　

Kale, Walnut, Apple, and Gorgonzola cheese Salad 1,480
ケール　クルミ　リンゴ　ゴルゴンゾーラチーズのサラダ



FISH & MEATFISH & MEAT

※表示価格は消費税・サービス料別の金額です

魚料理FishFish

Grilled roasted canadian lobster with charred butter and grilled lemon 4,800
カナダ産ロブスターグリルロースト　焦がしバターとグリルレモン

Spicy grilled swordfish with grilled tomatoes and salted lemon 2,000
メカジキのスパイシーグリル　焼トマト　塩レモン

New Classic MeatNew Classic Meat 肉料理

Chopped pork - smoke roasted ibaraki bimei pork 2,650
チョップドポーク　茨城県産美明豚のスモークロースト

Limited quantity only： T-bone steak (350g) 7,980
数量限定　T ボーンステーキ（350g）

Australian grape beef sirloin cutlet 2,800
豪州産葡萄牛サーロインのビーフカツレツ

Carefully selected domestic beef grillCarefully selected domestic beef grill 厳選国産牛グリル

Japanese brand beef sirloin 150g 4,200 / 300g 7,800
国産銘柄牛サーロイン

Japanese beef ichibo 150g 2,980 / 300g 5,200
国産牛イチボ

Japanese brand beef fillet 7,800
国産銘柄牛フィレ 150g



※表示価格は消費税・サービス料別の金額です

PASTA & SIDE DISH
& DESSERT
PASTA & SIDE DISH
& DESSERT

パスタ & リゾットPasta & RisottoPasta & Risotto

Three cheese lasagna with chili con carne 1,800
3 種チーズのラザニア　チリコンカルネ

Parmigiano cheese cream risotto with fragrant truffle 2,500
トリュフ香るパルミジャーノチーズクリームリゾット

Linguettine spaghetti in small squid and nuts spinach green sauce  1,580
小イカとナッツ　ほうれん草のグリーンソース　リングイエッティーネ

SIDE DISHSIDE DISH サイドメニュー

Shoestring fries with sour onion dip  500
シューストリングポテト　サワーオニオンディップ

Garlic mashed potato 500
ガーリックマッシュポテト　

Garlic rice 500
ガーリックライス

Butter-sautéed spinach 500
スピナッチバターソテー

Bread 500
ブレッド

DESSERTDESSERT デザート

American cherry pie & Vanilla ice cream 1,200
アメリカンチェリーパイ＆バニラアイス

Classic fondant chocolate 1,150
クラシックフォンダンショコラ

Apple tart & Yoghurt ice cream 980
アップルタルト＆ヨーグルトアイス


