HOT

COLD
ごぼうのおつまみ赤ワイン煮

NEW !

バジル香る トマトとオリーブのオーブントースト ¥580

Red wine braised bordock

¥680

アボカドのディップ＆トルティーヤチップス

¥680

Crispy parmesan chips
Avocado dip

¥680

2種のミックスオリーブ

Mixed olives

鶏レバーパテ＆メルバトースト

Liver paste and crackers

NEW !

NEW !

自家製スモークサーモン
ディルクリームソース

¥1480

鮮魚のカルパッチョ

¥1480

生ハムとサラミの盛り合わせ

¥1880

選べるチーズ3種の盛り合わせ
(チーズの種類は裏をご覧ください)

¥1580

シーフードマリネ レモン添え

¥1680

Jumbo shrimp cocktail

大人気！

NEW !

Mixed prosciutto plate

¥1680

イタリアントマトチキンカツレツ
クリームペンネ添え

¥1680

たっぷりキノコのチキンクリーム煮

¥1880

Chicken fricassee with cream mushrooms saute

NEW !

マグロとアボカドのタルタル

Tuna & avocado tartar

Classic ceasar salad

アイスバーグサラダ
濃厚ブルーチーズドレッシング

ラムラックのグリル

¥2180

Grilled beef skirt

Grilled chicken salad

グリルソーセージ

¥980

Popcorn shrimp

Grilled sausage

イタリア風トマト煮込みのミートボール
いかのフリット

ガーリックマヨネーズ

Fried calamari with aioli sauce

¥1180

＋¥300

¥1280

メインのお肉の付け合わせに！

¥3880

ともろこしのバターソテー

¥580

ほうれん草のクリームソテー

¥780

ショートグレイン 牛ヒレステーキ 200g
追加100g当たり ＋¥1500

¥3280〜

Creamed spinach

クリーミーマッシュポテト

¥780

牛リブロースステーキ300g
追加100g当たり ＋¥1300

¥4380〜

オーブンポテトグラタン

¥980

Grilled lamb rack
3種のビーフステーキ盛り合わせ
大人気！
ヒレ・ハラミ・リブロース

Short grain fed filet mignon, Starting at 200 grams

Grilled cabbage with anchovy sauce

Sauteed corn

Creamy mashed potatoes
Potato Gratin

ミックスキノコのガーリックソテー

¥1180

Large pasta + ¥300 パスタ大盛＋¥300
ピリ辛トマトソース アラビアータ

¥1380

Prime ribeye steak , Starting at 300 grams

Mushroom sautee

S E A F OOD
¥1680

NEW !

さっぱりレモン風味 真鯛のオーブン焼き
季節野菜のグリル添え

Oven Baked Snapper with Lemon and Seasonal Grilled Vegetables

サーモンのグリル
大人気！

ディルクリームソース

¥1100

メカジキのグリル
スモーキートマトバターソース

¥1980

スパゲッティ、タリアテッレ、ペンネ3種の麺からお選び頂けます。

Spaghetti arrabiata, Spicy tomato sauce
濃厚チーズリゾット
Rich cheese risotto
牛ボロネーズのラザニア

¥1980

Grilled swordfish in smokey butter sauce

¥1200

牛ほほ肉の赤ワイン煮込み

¥2780

Braised beef cheeks in red wine sauce with creamy mashed potatoes
ALL price include sales tax.No service or table charge.

¥1580

ゴルゴンゾーラ・ベーコン・キノコのクリームソース
スパゲッティ、タリアテッレ、ペンネ

Spaghetti gorgonzola pasta

3種の麺から選んで頂けます

¥1680

ロブスターの濃厚マカロニチーズ

¥1980

フレッシュ濃厚ウニパスタ

¥3280

マッシュポテト添え ¥2880

メニュー表記価格は全て内税です。サービス料は頂いておりません。

¥1480

Beef bolognese lasagna

S P E C I A LT I E S
骨付き仔羊すね肉のじっくりビール煮込み

¥1400

¥1980

Lobster mac & cheese

大人気！

シェフのおすすめ

1個追加

¥580

Beer braised lamb shank

ランチソース

¥980

キャベツのアンチョビ炒め

Steak sampler plater

Iceberg lettuce wedge salad
with blue cheese dressing

グリルチキンサラダ

ポップコーンシュリンプ
西洋わさび入りカクテルソース

V E G E TA B L E S
¥1880

Grilled scotch salmon in a dill yogurt sauce

クラシックシーザーサラダ

大人気！

¥780

Crispy french fries

Meatballs in rich italian tomato sauce

内ハラミのグリル

Assorted cheese plate

Mixed seafood ceviche

フライドポテト

M EAT

Smoked salmon with dill cream sauce

Fresh fish carpaccio

バター溢れるチキンキエフ
マッシュポテトとほうれん草添え

Chicken parmesan with cream sauce penne

Fresh oysters on the half shell
choice of 3 sauces, Cocktail, French vinaigrette, Ponzu

¥1280

¥1580

Chicken Kiev with creamy mashed potatoes & creamed spinach

カクテルソース・ぽん酢
・フレンチビネグレット3種のソースからお選びください

ジャンボシュリンプカクテル
きゅうり入りカクテルソース

こんがり焼いた鶏もも肉の香草
マッシュポテト添え

Grilled herb chicken with creamy mashed potatoes

¥680
¥680 per piece
3 for ¥1880

本日の生牡蠣

¥780

Crispy truffle tater tots

CHICKEN

Tomato & olive bruschetta

クリスピーパルメザンチップス

トリュフ香るミニハッシュ
ポテトペコリーノチーズ添え

大人気！

¥480

NEW !

Fresh rich uni pasta

2104

BEER
アサヒ スーパードライ

¥880

ブリー（フランス）

¥580

ノンアルコールビール（ドライゼロ）

¥780

ゴルゴンゾーラ（イタリア）

¥580

ゴート（オーストラリア）

¥580

ミモレット（フランス）

¥580

タレッジオ（イタリア）

¥580

Asahi super dry

Non alcohol beer

Lime & lemongrass

Gorgonzola (italy)
Goat (australia)

FLAVOR SPRITZER
ライム&レモングラス（白ワインベース）

Brie (france)

¥880

Mimolette (france)
Taleggio (italy)

ハニーレモン&ジンジャー（赤ワインベース）

¥880

カシス&ブルーベリー（赤ワインベース）

¥880

Honey lemon & ginger
Cassis & blueberry

選べるチーズ3種盛り合わせ

Assorted cheese plate

¥1480

VIRGIN VERSION ノンアルコールバージョン ¥780

SPIRITS
ジン／ウォッカ／ウィスキー

Gin / Vodka / Whiskey

¥880

マスカルポーネたっぷり濃厚ベリーティラミス

¥580

あたたかいブラウニーとピスタチオアイス

¥580

スクープアイスクリーム
(ピスタチオ、ストロベリー、バニラ）

¥530

Berry tiramisu

Chocolate brownie with pistachio ice cream

BEVERAGE

Scoop ice cream (pistachio/strawberry/vanilla)

コーラ、ジンジャーエール、クラブソーダ

¥380

ジュース （グレープ／オレンジ／トマト）

¥780

アクアパンナ天然泉静水

¥980

Cola, Ginger ale, Club soda

Juice (Grape / Orange / Tomato)

Acqua panna natural spring still water

CAFE & TEAS
コーヒー, カフェオレ

¥380

紅茶, カモミール, ペパーミント, ローズヒップ

¥380

Coffee, Cafe au lait

English breakfast, Chamomile, Peppermint, Rose hip

サンペレグリノスパークリングミネラルウォーター ¥980

San pellegrino sparkling mineral water

シェフのおすすめ

メニュー表記価格は全て内税です。サービス料は頂いておりません。

ALL price include sales tax.No service or table charge.

2104

