Menu
Snacks

Appetizer

Degustation

Breakfast

スナック

前菜

デギュスタシオン

朝食

Sweets
スィーツ

Gazpacho
ガスパチョ

Cheesy Potato
チーズポテト

Onsen Tamago
温泉卵

Egg
卵

Instant Fondant
インスタントフォンダン

chorizo / sparkling
チョリソ/ スパークリング

figs / iberico ham
いちじく / イベリコハム

orzo / parmesan
オルゾー/ パルメザンチーズ

shell / mango
シェル / マンゴー

chocolate / nitrogen
チョコレート/窒素

●

●

●

●

Niçoise
ニソワーズ

Cigar
シガー

Sauna
サウナ

Toast
トースト

Caprese
カプレーゼ

beans / chu toro
ビーンズ/ 中トロ

BBQ pork / vegetables / sesame ash
バーベキューポーク / 野菜 / ゴマの灰

kuruma ebi / garlic / broth
車海老/ ガーリック/ ブロス

ice cream / crumbs
アイスクリーム / パンくず

●

●

●

Waffle
ワッフル

Chowder

Chicken Pie
チキンパイ

caviar / crème fraiche
キャビア / クレームフレーシュ

チャウダー
grouper / seaweed
ハタ / のり

jelly / ice
ゼリー / アイス

●
●

Sausage
ソーセージ
raspberry / jam

chanterelle / espuma
アンズタケ / エスプーマ

ラズベリー / ジャム

After Eight
アフターエイト
chocolate / mint / meringue
チョコレート / ミント / メレンゲ

●

Bee Hive
ミツバチの巣
wagyu / pepper / truffle honey
和牛/ ペッパー/トリュフはちみつ

BBQ Rib
バーベキューリブ
cole slaw / beer
コールスロー/ ビール

17,000

Beverage Pairing
Wine Pairing
2014 Jolie-Pitt & Perrin, Miraval
Côtes de Provence, Provence, France
ジョリー ピット＆ぺラン ミラヴァル
コート ド プロヴァンス プロヴァンス フランス

NV Ruinart blanc de blancs, France
ルイナール ブラン ド ブラン フランス

Lustau Almacenista Amontillado del Puerto
Jerez, Spain
ルスタウ アルマセニスタ アモンティリャード デル プエルト
へレス スペイン

2014 Château La Nerthe, Châteauneuf du Pape
Rhône Valley, France
シャトー ラ ネルト シャトーヌフ デュ パプ
ローヌ ヴァレー フランス

2013 Roux Père et Fils, Meursault
Burgundy, France
ルー ペール エ フィス ムルソー ブルゴーニュ フランス

2006 Boroli, Barolo
Piedmont, Italy

MOcktail Pairing
“Spicy Japan”
スパイシー ジャパン

non-alcoholic rosé sparkling wine, Japanese non-alcoholic sweet sake
fresh ginger juice, honey syrup

“Smoked Apple”
スモークドアップル

soy milk, aloe, apple juice, honey syrup

“Sour Green Tea”
サワーグリーンティー

non-alcoholic white wine, yuzu juice, green tea powder
orange marmalade

“Veggie Wine”
ベジワイン

non-alcoholic red wine, strawberry purée, cucumber, basil

“Roasted Tea”
ほうじ茶

Gyokuro Kaho green tea, sakura infused syrup

ボローリ バローロ ピエモンテ イタリア

2013 Château Cantegril, Sauternes
Bordeaux, France

“Pure Coffee”
ピュアコーヒー

シャトー カントグリル ソーテルヌ ボルドー フランス

pure coffee from Monte Carmelo, Brazil

12,000

8,000

Lunch: By reservations only at 1pm (Sat & Sun) *8 seats / Dinner: By reservations only at 6 or 8:30pm *8 seats per round
【ランチ】 土日のみ、8 席限定、要予約。13:00 スタート 【ディナー】 1 回につき 8 席限定、要予約。18:00 または 20:30 スタート
All prices are in Japanese Yen, exclusive of consumption tax and subject to 13% service charge.
If you have any questions about the origin of the ingredients used by our chefs, please ask your server.
上記は日本円での表示価格で、別途消費税と 13%のサービス料を申し受けます。使用食材につきましては、スタッフにお尋ねください。

