
 A5 黒毛和牛 赤身肉ステーキコース 

¥ 6,380-（税込） 

じゃがいもの冷製ポタージュ 

ホタテと季節の焼き野菜 

A5 黒毛和牛 赤身肉のステーキ 

御飯と赤出汁 

本日のデザート 

 

～黒コショウ・フライドガーリック・さくら醤油～ 

A5 Black Japanese Beef Red Meat Steak Course 

＋300yen（税込）でガーリックライスに変更できます。 

A5 Black Japanese Beef Lean meat steak. 

鮮魚のカルパッチョ 

~Black pepper・Fride garlic・Sakura soy sauce~ 

～オイル＆ビネガー～ 

Rice・Red miso soup 

For an additional 300yen(tax included),you can change to garlic rice. 

Today’s dessert 

※ステーキ追加無料 

Oil & vinegar 

～焦がしバター醤油～ 

~Scorched butter soy sauce~ 
Scallops and seasonal grilled vegetables 

Fresh Fish carpaccio 

Cold Potage of Potatoes 

別途サービス料 10%を頂戴いたします。 

 
A 10% service charge will be charged separately 

＊皆様ご一緒のコースメニューでお願いしております。 

＊季節によりメニューが変更となる場合がございます。 

We ask that everyone order the same course menu for each table. 

Please note that the menu may charge seasonally. 



 

じゃがいもの冷製ポタージュ 

A5 黒毛和牛 霜降肉と赤身肉のステーキ 

～黒コショウ・フライドガーリック・さくら醤油～ 

A5 黒毛和牛 

A5 Black Japanese Beef Lean meat steak. 

A5 Black Japanese Beef Marbled and Red Meat Steak Course 

~Black pepper・Fride garlic・Sakura soy sauce~ 

本日のデザート 

Today’s dessert 

Cold Potage of Potatoes 

霜降肉と赤身肉のステーキコース 

A5 黒毛和牛の焼きしゃぶ 

A5 Black Japanese Beef Shabu-Shabu 

※ステーキ追加無料 

ホタテと季節の焼き野菜 

 

御飯と赤出汁 

＋300yen（税込）でガーリックライスに変更できます。 

Rice・Red miso soup 

For an additional 300yen(tax included),you can change to garlic rice. 

~Scorched butter soy sauce~ 

～焦がしバター醤油～ 

Scallops and seasonal grilled vegetables 

鮮魚のカルパッチョ 

～オイル＆ビネガー～ 

Oil & vinegar 

Fresh Fish carpaccio 

＊皆様ご一緒のコースメニューでお願いしております。 

＊季節によりメニューが変更となる場合がございます。 

We ask that everyone order the same course menu for each table. 

Please note that the menu may charge seasonally. 

別途サービス料 10%を頂戴いたします。 
A 10% service charge will be charged separately 

¥ 8,580-（税込） 



A5 Japanese Black Beef and Foie Teppan-yaki Course 

  

A5 黒毛和牛 霜降肉と赤身肉のステーキ 

～黒コショウ・フライドガーリック・さくら醤油～ 

じゃがいもの冷製ポタージュ 

ホタテと季節の焼き野菜 

 

A5 Black Japanese Beef Lean meat steak. 

~Black pepper・Fride garlic・Sakura soy sauce~ 

Scallops and seasonal grilled vegetables 

Cold Potage of Potatoes 

A5 黒毛和牛とフォアグラ 

A5 黒毛和牛の焼きしゃぶ 

A5 Black Japanese Beef Shabu-Shabu 

 

鉄板焼きコース 

フォアグラのポワレ 

Foie Gras Poelee 

～特製ベリーソース～ 

～With special berry sauce~  

※ステーキ追加無料 

本日のデザート 

Today’s dessert 

御飯と赤出汁 

＋300yen（税込）でガーリックライスに変更できます。 

Rice・Red miso soup 

For an additional 300yen(tax included),you can change to garlic rice. 

~Scorched butter soy sauce~ 

～焦がしバター醤油～ 

鮮魚のカルパッチョ 

～オイル＆ビネガー～ 

Oil & vinegar 

Fresh Fish carpaccio 

¥ 10,780-（税込） 
別途サービス料 10%を頂戴いたします。 
A 10% service charge will be charged separately 

＊皆様ご一緒のコースメニューでお願いしております。 

＊季節によりメニューが変更となる場合がございます。 

We ask that everyone order the same course menu for each table. 

Please note that the menu may charge seasonally. 
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