
C R I STA COUR SE

APPETIZERS
Tsubugai ivory shell sautéed with herb butter, served over grilled lotus root

ツブ貝のハーブバターソテー  蕪と蓮根のグリル

Tuna and avocado tartar with gochujang dressing and papadam crisps
マグロとアボカドのタルタル パパダム コチジャンドレッシング

Jumbo lump blue crab cake with herb aioli and baby greens 
渡り蟹のクラブケーキ  ハーブアイオリとマイクログリーン

New Orleans style BBQ shrimp in spicy butter and lemon sauce
ニューオーリンズスタイル BBQ シュリンプ

Romaine Caesar salad with Parmesan and croutons
ロメインシーザーサラダ

DESSERTS
Dried persimon cake with vanilla ice cream and rum sauce

干柿の温かいケーキ  バニラアイスクリームとラムソース

Flourless chocolate cake with pistachio gelato
ヴァローナチョコレートケーキ ピスタチオジェラートとホイップクリーム *小麦粉不使用

Lemon mascarpone cheese cake with blueberry sauce
レモンマスカルポーネ チーズケーキ ブルーベリーソース

Banana chiboust cream pie with toasted coconut and peanuts
バナナとカスタードのクリームパイ トーストココナッツとピーナッツ

Apple crumble pie with caramel sauce and vanilla ice cream
アップルクランブルパイ バニラアイスクリーム

FROM THE GRILL
Pan-fried halibut filet with chijimi spinach and yuzu beurre blanc

平目とちぢみほうれん草のソテー  柚子ブールブランソース

Grilled swordfish steak with lemon risotto 
メカジキのグリルとレモンリゾット

Sirloin, CAB, U.S.A 200g         
サーロイン CAB  アメリカ

Grilled premium Australian John Dee beef filet 150g  
フィレ John Dee オーストラリア

Pork chop, Waton mochi-buta, Japan 350g
ポークチョップ 和豚もち豚 日本

¥6,800

C ROWN COUR SE

 STARTERS 
Fresh oyster

フレッシュオイスター

Jumbo shrimp with cocktail 
シュリンプ

Creamy New England clam chowder topped with crispy bacon and croutons
ニューイングランドクラムチャウダークリスピーベーコン

DESSERTS
Dried persimon cake with vanilla ice cream and rum sauce

干柿の温かいケーキ  バニラアイスクリームとラムソース

Flourless chocolate cake with pistachio gelato
ヴァローナチョコレートケーキ ピスタチオジェラートとホイップクリーム *小麦粉不使用

Lemon mascarpone cheese cake with blueberry sauce
レモンマスカルポーネ チーズケーキ ブルーベリーソース

Banana chiboust cream pie with toasted coconut and peanuts
バナナとカスタードのクリームパイ トーストココナッツとピーナッツ

Apple crumble pie with caramel sauce and vanilla ice cream
アップルクランブルパイ バニラアイスクリーム

¥8,800

APPETIZERS
Tsubugai ivory shell sautéed with herb butter, served over grilled lotus root

ツブ貝のハーブバターソテー  蕪と蓮根のグリル

Tuna and avocado tartar with gochujang dressing and papadam crisps
マグロとアボカドのタルタル パパダム コチジャンドレッシング

Scallops sashimi with ikura, micro greens and tamari shoyu lemon dressing
ホタテのカルパッチョ マイクログリーンとイクラ たまり醤油レモンドレッシング

Jumbo lump blue crab cake with herb aioli and baby greens 
渡り蟹のクラブケーキ  ハーブアイオリとマイクログリーン

New Orleans style BBQ shrimp in spicy butter and lemon sauce
ニューオーリンズスタイル BBQ シュリンプ

FROM THE GRILL
Pan-fried halibut filet with chijimi spinach and yuzu beurre blanc

平目とちぢみほうれん草のソテー  柚子ブールブランソース

Pan-seared rare tuna steak with yuzu-kosho sauce, turnip and potato puree, roasted kohlrabi
マグロのレアステーキ 柚子胡椒ソースとコールラビのロースト 蕪とじゃがいものピューレ

Sirloin, Prime, U.S.A 200g 
サーロイン プライム  アメリカ

Filet mignon, Prime, U.S.A 150g　
フィレ プライム アメリカ

Lamb chops, grain fed, Australia
ラムチョップ 穀物飼育 オーストラリア


