
 

D E S S E RT S

P R E F I X  L U N C H  C O U R S E

¥3,800

W E E K L Y

A  L A  C A R T E

Seasonal appetizer 
Creamy New England clam chowder topped with crispy bacon and croutons
Romaine Caesar salad with Parmesan and croutons *avocado +200

Tuna and avocado tartar with kochi jan dressing and papadam crisps
New Orleans style BBQ shrimp in spicy butter and lemon sauce
Jumbo lump blue crab cake with herb aioli and baby greens 

Special main dish
CRISTA burger, super deluxe fresh ground 200g prime chuck patty, 
on a potato bun with waffle fries *choice of avocado, bacon or premium cheese
Grilled local swordfish steak with lemon risotto
Hinai Ji-dori chicken, pan roasted, breast, Akita 
Pork loin, Waton mochi-buta, Japan 200g
Lamb chops, grass fed, Australia 2ea 
Sirloin John Dee Australia 200g 
Filet mignon U.S.A. CAB 150g  +2000
Cajun rib eye U.S.A. CAB 300g  +3000

Special dessert
Flourless chocolate cake with pistachio gelato
Lemon mascarpone cheesecake with blueberry sauce
Banana chiboust cream pie with toasted coconut and peanuts
Today's selection of gelato and sorbet

旬のアペタイザー
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

ロメイン シーザーサラダ *アボカド+200

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
ニューオーリンズスタイル BBQシュリンプ

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

スペシャルメインディッシュ
クリスタ バーガー U.S.A.プライムビーフ ワッフルフライ

                          *トッピングをアボカド、ベーコン、プレミアムチーズからお選びいただけます。

メカジキのグリルとレモンリゾット
比内地鶏のパンロースト 秋田
ポークロイン 和豚もち豚 日本

ラムチョップ 牧草飼育 オーストラリア 
サーロイン John Dee オーストラリア

フィレ CAB アメリカ
ケイジャンリブアイ CAB アメリカ

本日のスペシャルデザート
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

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
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

本日のジェラートとソルベ

A P P E T I Z E R S

F R O M  T H E  G R I L L

Romaine Caesar salad with Parmesan and croutons  *add avocado +200 .......................................................................... 1500
ロメイン シーザーサラダ  *トッピング：アボカド +200円

B.L.T.& A with arugula on whole wheat toast with garlic aioli...................。.......................................................... 1800
ウィートブレッドの "BLTA"サンド (ベーコン、レタス、ルッコラ、トマト、アボカド )ガーリックレモンアイオリ
Crispy buttermilk fried chicken with coleslaw, pepper Jack cheese and kochi jan mayonnaise on a potato bun................. 2200
クリスピーフライドチキンサンドイッチ コチジャンマヨネーズ
CRISTA burger, fresh ground 170g prime chuck patty, on a potato bun with waffle fries .................................................... 2200
  *add avocado, bacon or premium cheese +300 each

クリスタ バーガー U.S.A.プライムビーフ ワッフルフライ
  *トッピングをアボカド、ベーコン、プレミアムチーズからお選びいただけます。 各+300円
Grilled Waton mochi-buta pork loin, Japan 200g, with mashed potatoes and market vegetables ........................................... 2000
ポークロイン 和豚もち豚 日本
Grilled John Dee sirloin steak, Australia 200g, with mashed potatoes and market vegetables  ................................................ 2400
サーロイン John Dee オーストラリア
Grilled grass fed lamb chops, Australia 2ea, with mashed potatoes and market vegetables .................................................... 2800
ラムチョップ 牧草飼育 オーストラリア
Grilled local swordfish steak with lemon risotto ...................................................................................................... 2700
メカジキのグリルとレモンリゾット

Lunches served with iced tea, homemade bread and hot coffee.
 *Change coffee to cafè latte (hot/iced), cappuccino, espresso or tea +200

ランチメニューにはアイスティー、 自家製パンとホットコーヒーが付きます。

*＋200円でコーヒーをカフェラテ/カプチーノ/エスプレッソ/ティーに変更できます。 

Choice of coffee, tea, espresso, café latte or cappucino, and bread with your course menu
上記のコースメニューにはコーヒー、紅茶、エスプレッソ、カフェラテ又はカプチーノ、パンが含まれております。

Weekly salad .................................................................................................................................................... 1800
ウィークリーサラダ
Special main dish..................................................................................................................................... 2300
スペシャルメインディッシュ
Weekly sandwich..................................................................................................................................... 1800
ウィークリーサンドイッチ


