
A P P E T I Z E R M A I N

Cheese Selection
1 kind 600 / 3 kind 1,500
1種類 600円 / 3 種類 1,500円

MEATMEAT

CHARCUTERIE PLATE A LA CARTE
シャルキュトリ プレート アラカルト

CHARCUTERIE PLATE

シャルキュトリ プレート
チョリソー、コッパ、ハモンセラーノ、
ポークリエット、パテドカンパーニュ

2,200

Chorizo, Coppa, Jamon serrno,
Pork rillettes, Country pate

CHOSHU Chicken 
stew with Porcini 
mushrooms sherry 
vinegar flavor
長州鶏とポルチーニ茸の
シェリービネガー煮 2,700

Pan frieds Salmon with mushrooms sauce
秋鮭のポワレ キノコのオランデーズソース 2,400

〈Camambert〉〈 Gorgonzola〉
〈Taleggio 〉〈Comte〉 

〈カマンベール〉〈ゴルゴンゾーラ〉〈タレッジョ〉〈コンテ〉

Grilled sword fish with Pistachio sauce
カジキマグロのグリル ピスタチオのソース 2,800

Grilled chicken & Marinated mushrrom salad
大山鶏ときのこマリネのサラダ バジルとヨーグルトのドレッシング 1,800

Roasted French duck breast with
Truffle flavor polenta
フランス産鴨のロースト トリュフ風味のポレンタ 3,400

KOUJI-MISO marinated pork spare ribs,
BBQ style
麹味噌でマリネしたポークスペアリブのB.B.Q. 3,200

Grilled aussie beef sirloin
オーストラリア産牛サーロインのグリル 3,800

Roast beef Cobb salad with blue cheese dressing
ローストビーフのコブサラダ ブルーチーズドレッシング 1,900 

Caprese burratina cheese & Fresh tomato
ブラッティーナチーズとトマトのカプレーゼ 1,800

Horse meat carpaccio
馬肉のカルパッチョたたき風 醤油麹のソース 2,000

Seafood & Avocado ceviche
魚介とアボカドのセビーチェ 1,900

Jamon serrno
ハモンセラーノ 1,000

Coppa di parma
コッパディパルマ 800

Pork rillettes
ポークリエット 800

Country style pate
自家製
パテドカンパーニュ 1,600

Grilled salciccia
with Herb salad
サルシッチャ ハーブサラダ
シトラスドレッシング 1,700

Iberico chorizo
イベリコチョリソー 800

Snow crab & Grilled romaine lettuce Ceaser salad
紅ズワイガニとグリルロメインレタスのシーザーサラダ 2,200

Porcini clafoutis with bouquet salad
ポルチーニ茸のクラフティー ブーケサラダ 2,100

- Prices include tax. 12% service charge will be added. - Please pay at your table and make your payment all at once.
- 料金は、税込みです。別途サービス料12％を頂戴いたします。-お会計はテーブルにて、おひとつにまとめてのお支払いをお願いいたします。

※Served with raisin & walnut bread, dried fruit.
※レーズンとクルミのパン、ドライフルーツが付きます。

Tapas

650yen ~

Marinated olive & Dried tomato
オリーブとドライトマトのマリネ

Fried potato
フライドポテト（アンチョビ or 塩）

Broad beans humms
そら豆のフムス

Pacific saury rillettes
サンマのリエット

Pureed potato bake truffle flavor 
ジャガイモのピューレ、チーズ焼きトリュフ風味

Organic vegetables pickles
有機野菜のピクルス650

Porpetini
ポルペッティー二

Chickpeas panisse
ヒヨコ豆のパニス

Shrimp & Yam ajillo
エビと山芋のアヒージョ

Whitebait fritter
白魚のフリット

Chicken & Mushroom ajillo
大山鶏ときのこのアヒージョ

Arancini with porcini sauce
アランチーニポルチーニ茸のソース800

テラス用
↓

DINNER MENU

Marinated grilled pork in spicy yogrut with 
salted lemon sauce
ヨーグルトとスパイスでマリネした三元豚のグリル塩レモンソース 2,800

Roast mackerel with Walnuts &
Herb charred butter sauce
鰆のロースト クルミとハーブの焦がしバターソース 2,400
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PIZZA
Margherita
マルゲリータ 2,200

Assorted Ice cream & sorbet with
Seasonal Fruits & Tuile
アイスとソルベの盛り合わせ、季節のフルーツとチュイール 1,200

Chestnut chocolate millefeuille with
Casis sauce & Black tea ice-cream
和栗のショコラミルフィーユカシスソースと紅茶のアイス添え 1,400

Sweet potato chiboust with calvados ice
さつまいものシブースト、カルバドスアイス 1,400

Quattro formaggi
クアトロフォルマッジ 2,400

Salciccia bismarck with truffle
トリュフとサルシッチャのビスマルク 2,700

Today's Soup
本日のスープ 1,200

Goulash soup
グーラッシュスープ 1,400

Linguine with squid puttanesca
リングイネ、ヤリイカのプッタネスカ 2,200

Spaghettoni matsutake mushroom　
and aonori seaweed 
松茸と四万十川産青海苔のスパゲットーニ 2,600

Spaghetti with veal 
and mushrrom cream souce
スパゲッティ、仔牛とキノコのクリームソース 2,200

Linguine with Sea urchin cream sauce
リングイネ ウニクリーム 2,800
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TERRACE



Pan fried flounder with mushroom 
fricassee siblet souce
ヒラメのポワレ ジロル茸のフリカッセ シブレットソース 3,200

Simmered beef cheek provence style
Orange flavor
牛頬肉のプロヴァンス風煮込み オレンジ風味 3,400

Foie gras and beef patties with
Truffle pie bake
フォワグラ、トリュフ入りのビーフパティのパイ包焼き 4,200

Today’s carpaccio
本日の鮮魚のカルパッチョ 1,800

Pork & Foie gras with Kromesky gribbish sauce
霧島豚とフォアグラのクロメスキ グリビッシュソース 2,200

Lobster fricassee sauteres wine flavor
オマール海老のフリカッセ　ソーテルヌワインのソース 2,500

店内用
↓

A P P E T I Z E R M A I N

Cheese Selection
1 kind 600 / 3 kind 1,500
1種類 600円 / 3 種類 1,500円

MEATMEAT

CHARCUTERIE PLATE A LA CARTE
シャルキュトリ プレート アラカルト

CHARCUTERIE PLATE

シャルキュトリ プレート
チョリソー、コッパ、ハモンセラーノ、
ポークリエット、パテドカンパーニュ

2,200

Chorizo, Coppa, Jamon serrno,
Pork rillettes, Country pate

Pan frieds Salmon with mushrooms sauce
秋鮭のポワレ　キノコのオランデーズソース 2,400

〈Camambert〉〈 Gorgonzola〉
〈Taleggio 〉〈Comte〉 

〈カマンベール〉〈ゴルゴンゾーラ〉〈タレッジョ〉〈コンテ〉

Roast mackerel with Walnuts &
Herb charred butter sauce
鰆のロースト クルミとハーブの焦がしバターソース 2,400

Grilled sword fish with Pistachio sauce
カジキマグロのグリル ピスタチオのソース 2,800

Grilled chicken & Marinated mushrrom salad
大山鶏ときのこマリネのサラダ バジルとヨーグルトのドレッシング 1,800

CHOSHU Chicken stew with
Porcini mushrooms sherry vinegar flavor
長州鶏とポルチーニ茸のシェリービネガー煮 2,700

Roasted French duck breast with
Truffle flavor polenta
フランス産鴨のロースト トリュフ風味のポレンタ 3,400

KOUJI-MISO marinated pork spare ribs,
BBQ style
麹味噌でマリネしたポークスペアリブのB.B.Q. 3,200

Grilled aussie beef sirloin
オーストラリア産牛サーロインのグリル 3,800

Roast beef Cobb salad with blue cheese dressing
ローストビーフのコブサラダ ブルーチーズドレッシング 1,900 

Caprese burratina cheese & Fresh tomato
ブラッティーナチーズとトマトのカプレーゼ 1,800

Horse meat carpaccio
馬肉のカルパッチョたたき風 醤油麹のソース 2,000 

Seafood & Avocado ceviche
魚介とアボカドのセビーチェ 1,900

Jamon serrno
ハモンセラーノ 1,000

Coppa di parma
コッパディパルマ 800

Pork rillettes
ポークリエット 800

Country style pate
自家製
パテドカンパーニュ 1,600

Grilled salciccia
with Herb salad
サルシッチャ ハーブサラダ
シトラスドレッシング 1,700

Iberico chorizo
イベリコチョリソー 800

Snow crab & Grilled romaine lettuce Ceaser salad
紅ズワイガニとグリルロメインレタスのシーザーサラダ 2,200

Porcini clafoutis with bouquet salad
ポルチーニ茸のクラフティー　ブーケサラダ 2,100

- Prices include tax. 12% service charge will be added. - Please pay at your table and make your payment all at once.
- 料金は、税込みです。別途サービス料12％を頂戴いたします。-お会計はテーブルにて、おひとつにまとめてのお支払いをお願いいたします。

※Served with raisin & walnut bread, dried fruit.
※レーズンとクルミのパン、ドライフルーツが付きます。

DINNER MENU

 

Marinated grilled pork in spicy yogrut 
with salted lemon sauce
ヨーグルトとスパイスでマリネした三元豚のグリル塩レモンソース 2,800

PASTA & risotto

Sweet potato chiboust with calvados ice
さつまいものシブースト、カルバドスアイス 1,400

Margherita
マルゲリータ 2,200

Quattro formaggi
クアトロフォルマッジ 2,400
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PIZZA

Assorted Ice cream & sorbet with
Seasonal Fruits & Tuile
アイスとソルベの盛り合わせ、季節のフルーツとチュイール 1,200

Spaghetti with 
veal and mushrrom cream souce
スパゲッティ、仔牛とキノコのクリームソース 2,200

Conchiglie with gorgonzola cheese, 
pumpkin and walnut 
かぼちゃとクルミ　ゴルゴンゾーラのコンキリエ 2,200

Spaghettoni matsutake mushroom
and aonori seaweed 
松茸と四万十川産青海苔のスパゲットーニ 2,600

Fresh truffle risotto
フレッシュトリュフのリゾット 3,000

Linguine with squid puttanesca
リングイネ、ヤリイカのプッタネスカ 2,200

Today's Soup
本日のスープ 1,200

Goulash soup
グーラッシュスープ 1,400

Chestnut chocolate millefeuille with
Casis sauce & Black tea ice-cream
和栗のショコラミルフィーユカシスソースと紅茶のアイス添え 1,400★

Salciccia bismarck with  truffle
トリュフとサルシッチャのビスマルク 2,700★

Linguine with Sea urchin cream sauce
リングイネ ウニクリーム 2,800★

★

★

★

★

★

★




