
STAR T E R S

Charcuterie board including Akita ham serrano style,
chorizo Iberico bellota, salcicce belotta and salami Roma ..........2200
シャルキュトリ プレート (秋田、イタリア、スペイン）

Fresh oyster selection .................................................. 1ea  800
フレッシュオイスター 

Fresh oysters baked with garlic parsley butter and bacon ........ 1ea 900
ベイクドオイスター ガーリックバジルバターとベーコン

S e a fo o d  c o c kta i l s

Shrimp with cocktail sauce........................................... 2ea 1600
シュリンプ

King crab claws with cocktail sauce ............................... 2ea 1600
タラバ蟹爪

Lobster tail with cocktail sauce ..........................................1600
ロブスターテール

Seafood platter 3 ~ 4 persons ............................................9500
shrimp, green lipped mussels, king crab claws, clams, lobster, scallops
シーフードプラッター （海老 パーナ貝 タラバ蟹 ハマグリ ロブスター ホタテ）

Japanese caviar, Miyazaki 12g, with buckwheat blinis ............. 15000
国産キャビア 宮崎 ブリヌイ

AP P E T I Z E R S

Creamy New England clam chowder 
topped with crispy bacon and croutons.................................1200
ニューイングランドクラムチャウダー 新鮮なハマグリとクリスピーベーコン

Tuna and avocado tartar with kochi jan dressing and papadam crisps..1800
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

Tasmania house smoked salmon and kataifa napoleon
with herb cream, salmon roe and dill ...................................2000
自家製スモークタスマニアンサーモンとカダイフのナポレオン ハーブクリームとイクラ

Buratta cheese and fruit tomatoes with serrano ham and dashi jelly.. 2000
ブラータチーズとシュガートマト 秋田県産ハモンセラーノと白だしのジュレ

New Orleans style BBQ shrimp in spicy butter and lemon sauce.. 2000
ニューオーリンズスタイル BBQシュリンプ

Jumbo lump blue crab cake with piquillo aioli and greens..........2400
ブルークラブケーキ ピキージョアイオリ

Seasonal whitefish sashimi with radish slices,
micro greens and ginger chive oil .......................................1800
鮮魚のカルパッチョ ジンジャーチャイブオイル

Foie gras terrine with ginger apricot jam and toasted brioche..... 2000
フォアグラのテリーヌ ジンジャーアプリコットジャムとブリオッシュトースト

Vitello tonatto, cold sliced veal with creamy tuna sauce ............ 2200
ヴィテッロ トンナート クリーミーツナソース

M E AT S

Sirloin U.S.A. CAB ............................................200g 4500 / 300g 6200
サーロイン CAB アメリカ

Filet mignon U.S.A. CAB ....................................150g 5900 / 250g 9000
フィレ CAB アメリカ

Cajun rib eye U.S.A. CAB ....................................300g 5200 / 450g 8600
ケイジャンリブアイ CAB アメリカ

Today's Japanese Wagyu selection............................................... Market
本日の和牛

Hanger steak, U.S.A. Prime ................................................. 250g 4200
ハンガーステーキ プライム アメリカ

Pork chop, Waton mochi-buta, Japan .......................................350g 3400
ポークチョップ 和豚もち豚 日本

Lamb chops, grain fed, Australia .............................................. ３ea 4200
ラムチョップ 穀物飼育 オーストラリア

Hinai Ji-dori chicken, pan roasted, half bird, Akita............................. 3800
比内地鶏のパンロースト 秋田

Our steaks are seasoned with a house blended spice rub.
上記ステーキは、オリジナルのスパイスで提供しております。

B UTC H E R ’ S  C U T

Australian Tomahawk, John Dee Gold, 1kg~............................1450/100g
トマホーク ジョン・ディー ゴールド オーストラリア 1kg~

Australian T-bone, John Dee, 1kg~ .......................................1500/100g
Tボーン ジョン・ディー オーストラリア 1kg~

Australian L-bone, John Dee, 1kg~ .......................................1500/100g
Lボーン ジョン・ディー オーストラリア 1kg~

 

N E W  C L A S S I C S

Pan-fried sirloin steak au poivre with crushed black pepper 
and cognac sauce ...................................................................... 5200
ステーク・オ・ポワブル 黒胡椒をまぶしたサーロインステーキ コニャックソース

Pan-fried beef filet tournedos Rossini topped with foie gras, 
truffles and Madeira sauce........................................................... 6800
牛フィレ肉のロッシーニ フォアグラ トリュフとマデイラソース

Grilled short ribs kalbi style with sesame-chipotle mole...................... 4800
"カルビスタイル"ショートリブのグリルとセサミチポトレモーレ

S A L A D S  

Kale and brown rice salad
with shaved fennel, blood orange and Kalamata olives .... 1500 / 2100
ケールとブラウンライスのサラダ シェーブルチーズとオレンジ シトラスドレッシング

CRISTA romaine Caesar salad
with Parmesan and croutons.................................... 1400 / 2000
クリスタ シーザーサラダ  avocado+200 crab+600

The un-wedge iceberg lettuce salad
with Dana blue cheese, crispy bacon and croutons ..................1800
アイスバーグレタスサラダ ダナブルーチーズとクリスピーベーコン

    

S E A FO O D S

Grilled swordfish steak with lemon risotto ............................3200
メカジキのグリルとレモンリゾット

Pan-seared rare tuna steak with eggplant and red pepper salad,
micro basil and lemon dressing ...........................................3400
マグロのレアステーキ グリルベジタブルサラダとレモンドレッシング

Pan-fried scallops with fresh peas, mint and curried yogurt sauce ...3200
ホタテのパンソテー フレッシュピース カレーヨーグルトソース

Today's fish market selection........................................... Market
本日の鮮魚

S I DE S

Smoked smashed potatoes with parmesan cheese, butter and parsley..1000
スモークスマッシュポテトとパルメザンチーズ

Garlic mashed potatoes ...................................................1000
ガーリックマッシュポテト

Parmesan waffle fries with garlic and paprika dolce .................1000
ワッフルフライ パルメザンとパプリカドルチェ

Fried cauliflower with white miso aioli and nori furikake ..........1200
カリフラワーのフライと西京味噌アイオリ

Grilled spring onions with lemon yogurt sauce and toasted walnuts..1400
分葱のグリル ウォールナッツとレモンヨーグルトソース

Fresh spinach sauteed with ginger .......................................1200
ほうれん草と生姜のソテー 

Pan-fried Brussels sprouts with kim chee and bacon.................1500
芽キャベツ キムチとベーコンのソテー

All prices are inclusive of tax and are subject to a 10% service charge.   上記価格は消費税を含みますが、別途10％サービス料を加算させて頂きます。


