
Fresh spring roll 
海老 サラミ 旬彩の生春巻き チキンディップソース添え

Today’s appetizer
本日のおすすめオードヴル盛り合わせ

Assorted cheeses
チーズの盛り合わせ クルミパンとコンディメント添え

￥880

￥1,100

￥1,650

 Chinois style sashimi of button shrimp Sansho flavor
ボタン海老のシノワ風お刺身 山椒風味 ￥1,320

Ham and soft boiled egg with vegetables
パルマ産生ハム 旬彩 温泉卵の取り合わせ パルメジャーノチーズ ￥1,430

前菜

Grilled scallop with fresh tomato sauce 
帆立貝のグリエ フレッシュトマトソースとご一緒に ￥1,650

Foie gras poire with seasonal fruits roast
フォワグラのポアレ 旬フルーツのロティ―添え ￥1,980

Appetizer

*表示価格にはサービス料・別途消費税が含まれております。
Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｈａｒｇｅ　ａｎｄ　Ｔａｘ　ａｒｅ　ｉｎｃｌｕｄｅｄ

*食品アレルギーをお持ちの方は、食前にアレルゲンの内容をスタッフにお問合せ下さい。
We would like customers who have food allergies to ask about allergen ingredients to our staff

Side dishesサイドディッシュ

Seasonal salad with walnut flavor dressing
季節野菜のサラダ クルミ風味ドレッシング　

Fresh tomato salad 
フレッシュトマトサラダ　　

Fried potato
ポテトフライ　　

￥880

￥990

￥350

 Today’s soup 
本日のポタージュ　 ￥550

Minestrone
ミネストローネ ￥550

Rice 
ライス ￥350

Bread 
パン ￥350



 

スパゲティー

Spaghetti Napolitan Ketchup based spaghetti
ナポリタンスパゲティー 熱々鉄板で

Spaghetti Carbonara
カルボナーラ

￥990

￥1,540

 Spaghetti Bolognese
ボロネーズ風スパゲティー ￥1,320

Spaghetti Vongole bianco
ボンゴレビアンコ　 ￥1,430

Gnocchi of purple yam
むらさき芋のニョッキ ￥1,650

サンドウィッチ

Mixed sandwich
具たくさんのミックスサンドウィッチ ￥1,430

 Open sandwich of “DAISENDORI” with vegetables　
大山どりと旬彩のオープンサンド　 ￥1,540

Club sandwich
アメリカン クラブハウスサンドウィッチ　 ￥1,650

軽食 Light meal

Beef steak with rice
ビーフステーキ重 わさび風味 ￥1,650

カレー

Vegetables curry with rice 
野菜たっぷりカレー

Green curry of seafood (rice or nan) 
シーフードのグリーンカレー（ナン又はライス）

￥990

￥1,540

 Chicken curry with rice
チキンカレー ￥1,100

Fried prawn and curry with rice
海老フライカレー　　 ￥1,430

Beef curry 
ビーフカレー ￥1,760

*表示価格にはサービス料・別途消費税が含まれております。
Ｓｅｒｖｉｃｅ Charge and Tax are included　

*食品アレルギーをお持ちの方は、食前にアレルゲンの内容をスタッフにお問合せ下さい。
We would like customers who have food allergies to ask about allergen ingredients to our staff



Grilled chicken (DAISENN DORI)　　
大山どりのグリル 山葵風味

Fried chicken
フライドチキン 

Pork chap steak
ポークチャップステーキ

￥990

￥880

￥1,430

 Shepherd’s pie 
シェパードパイ ￥1,320

Hamburg steak 
ハンバーグステーキ　 ￥1,430

Grilled beef tenderloin with Japanese butter sauce
牛フィレ肉のグリエ 西洋わさび風味和風バターソース　 ￥1,980

 Beef tongue stew 
牛タンのシチュー ￥1,540

Grilled beef tongue
牛タンのグリエ ジェノヴァ風 ￥1,540

Grilled white fish with Japanese burnt butter sauce
白身魚のグリエ 醤油風味焦がしバターソース

Croquettes of crab with cream
蟹クリームコロッケ カクテルソースとご一緒に　

Fried prawn with Japanese tartar sauce 
海老のカダイフ巻きフライ 和風タルタルソース

￥1,100

￥1,320

￥1,650

 Today’s fish dish 
本日のおすすめ魚料理 ￥1,320

Grilled seafoods
海の幸のグリエ ミラノスタイルで ￥1,650

魚料理 Fish dishes

肉料理 Meat dishes

*表示価格にはサービス料・別途消費税が含まれております。
Service Charge and Tax are included

*食品アレルギーをお持ちの方は、食前にアレルゲンの内容をスタッフにお問合せ下さい。
We would like customers who have food allergies to ask about allergen ingredients to our staff

お得なセットメニュー
スープ ミニサラダに パン又はライスをお選びいただけます
You can choose bread or rice with soup mini salad. If you pay additional 550 yen

＋￥550

お得なセットメニュー
スープ ミニサラダに パン又はライスをお選びいただけます
You can choose bread or rice with soup mini salad. If you pay additional 550 yen

＋￥550



Fondant chocolat　
フォンダンショコラ

Seasonal fruits with ice cream　 
季節のフルーツ アイスクリーム添え

Earl gray crème brulee
アールグレイのクレームブリュレ　

￥990

￥880

￥880

 

Chef’s special dessert 
ペストリーシェフ特製デザート ￥880

Fruit parfait
フルーツパフェ ￥880

Rib eye roll
ビーフステーキ リブアイロール  200ｇ　

Tenderloin
ビーフステーキ テンダーロイン  180ｇ

Tenderloin  Tottori wagyu
鳥取和牛テンダーロインステーキ  180ｇ

￥2,640

￥3,520

￥13,200

 Sirloin  Kuroge wagyu
黒毛和牛サーロインステーキ  200ｇ ￥4,400

Sirloin  Tottori wagyu
鳥取和牛サーロインステーキ  200ｇ　 ￥9,350

ビーフステーキ Beaf steak

デザート Dessert

*表示価格にはサービス料・別途消費税が含まれております。 
Service Charge and Tax are included

*食品アレルギーをお持ちの方は、食前にアレルゲンの内容をスタッフにお問合せ下さい。
TWe would like customers who have food allergies to ask about allergen ingredients to our staff

お得なセットメニュー
スープ ミニサラダに パン又はライスをお選びいただけます
You can choose bread or rice with soup mini salad. If you pay additional 550 yen

＋￥550



120 Cabernet sauvignon
シェント・ベンテ カベルネソーヴィニョン

Momesant the Merlot
モメサン メルロー

￥1,870   ￥3,300

 L.R.Pinot NOir
Ｌ.Ｒ.ピノ・ノワール

Red wine （Glass）
赤ワイン（グラス） ￥660

￥660      ￥825

Red wine赤ワイン

Draft beer ・ Bottled beer
生ビール・瓶ビール

Non-alcoholic beer
ノンアルコールビール ￥605

Half           Full

Draft      Bottled

￥1,870   ￥3,300

￥1,870   ￥3,300

La kurowazade reserve Chardonnay
ラ・クロワザード レゼルブ シャルドネ

120 Sauvignon Blanc
シェント・ベンテ ソーヴィニョンブラン

￥1,870   ￥3,300

 Jacobs creek Riesling
ジェイコブ・クリーク リースリング

White wine （Glass）
白ワイン（グラス） ￥660

White wine白ワイン

Half           Full

カスティロペレラーダ ブリュット レゼルバ ￥2,640   ￥4,510

Barokers Premium australion wine （Glass）
バロークス プレミア（グラス） ￥1,100

Sparkling wineスパークリングワイン
Half           Full

￥1,870   ￥3,300

￥1,870   ￥3,300

Castillo perelada brut reserve

ビール Beer

*表示価格にはサービス料・別途消費税が含まれております。
Service Charge and Tax are included



 

Appetizer, Soup, Main meal, Dessert, Co�ee
前菜  スープ  メイン料理  デザート  コーヒー

Opera Garnier course
オペラガルニエ コース 

￥3,000

Appetizer, Soup, Fish meal, Main meal, Dessert, Co�ee
前菜  スープ  魚料理  肉料理  デザート  コーヒー 

Concierge course
コンシェルジュリーコース

￥5,000

Pret-a-poretr houte couture course
プレタポルテ・オートクチュールコース

￥7,000

コース Dinner

Appetizer, Soup, Fish meal, Main meal, Dessert, Co�ee
前菜  スープ  魚料理  肉料理  デザート  コーヒー 

*表示価格にはサービス料が含まれております。別途消費税をお預かりいたします。
The list price are inclusive of charge　Take a consumption tax separately

*食品アレルギーをお持ちの方は、食前にアレルゲンの内容をスタッフにお問合せ下さい。
TWe would like customers who have food allergies to ask about allergen ingredients to our staff



Hot co�ee ・ Iced co�ee　
コーヒー（ホット・アイス）

Espresso
エスプレッソ

Hot chocolate
ココア

￥550    ￥583

￥550

￥748

 Cappuccino ・ Cafe latte
カプチーノ・カフェラテ ￥660

Deca�einated co�ee
カフェインレスコーヒー ￥605

Milk
ミルク ￥550

 Hot tea ・ Iced tea
紅茶・アイスティー ￥550    ￥583

Herbal tea ・ Flavor tea
ハーブティー・フレーバーティー ￥550    ￥572

Juice
ジュース　　オレンジジュース

　　　　　  コーラ
　　　　　　
　　　　　　ジンジャエール

￥550

Oolong tea
ウーロン茶 ￥550

Herbal tea   Flavor tea

Hot          Ice

Hot          Ice

Orange juice

Coke

Ginger ale

ソフトドリンク Soft drink

*表示価格にはサービス料・別途消費税が含まれております。
Service Charge and Tax are included


