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(TXLSSHGZLWK-DSDQ’VODUJHVWUHVWDXUDQWDJLQJFHOODURQSUHPLVHDW3ULPHZHPRQLWRUWKHDJLQJ
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)ODYRURIWKHGU\DJHGEHHIYDULHVGHSHQGLQJRQWKHFXWVDQGTXDOLW\RIWKHPHDW 

$W3ULPHJXHVWVFDQKDYHDQH[FOXVLYHH[SHULHQFHRIWDVWLQJWKHGLIIHUHQWIODYRUVRIWKH$PHULFDQ


EHHIDJHGDWLWVEHVWFRQVLGHULQJWKHVHDVRQRXWVLGHWHPSHUDWXUHDQGFRQGLWLRQRIWKHPHDWLWVHOI


,QDGGLWLRQWRWKHVWHDNVRXUPHQXVKRZFDVHVGLVKHVIHDWXULQJLQKRXVHDJHGIUHVKVHDIRRG


DQGRWKHUSURGXFHIURP-DSDQHVHPDUNHWZKLFKZLOOVXUHO\EULQJJXHVWVDGLQLQJH[SHULHQFHZLWK
QHZIODYRUVWKH\KDYHQHYHUH[SHULHQFHGEHIRUH



厨房内に国内最大級の専用熟成庫を完備することにより、ネブラスカ州から届いた最高級アメリカン

ビーフの熟成を自由にコントロールすることが可能です。ドライエイジビーフは各部位や肉そのものの状態に

よっても異なってきます。3ULPH では、季節、外気温度及び、お肉の状態によって最高の熟成状態に

仕上げることができ、異なった期間の熟成ビーフを一度に食べ比べていただくことができるのも魅力の１つです。

また、牛肉以外にも日本国内の新鮮な魚介類及び、その他の食材も店内で熟成させることができるため、

今まで体験したことのない新たな味わいに出会えることでしょう。
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:HDUHFRPPLWWHGWR*UHDWHU2PDKD V$PHULFDQEHHI

7KHOHQJWKRIDJLQJYDULHVGHSHQGLQJRQWKHVHDVRQDQGFOLPDWH

3OHDVHDVN\RXUVHUYHUIRUPRUHGHWDLOV



我々は、アメリカ合衆国 ネブラスカ州 グレーターオマハ社のアメリカンビーフにこだわっております。
全てのビーフは季節、気候によって熟成期間が異なりますので、スタッフにお尋ねください。
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CHEF’S CHOICE




エグゼクティブシェフ板垣による、季節の食材をふんだんに使用した特別ディナーコースです。








\HQ








6($85&+,138'',1*
雲丹プディング


+2..$,'2+$,5&5$% &(/(5<52276$/$'
北海道産毛蟹と根セロリのサラダ





 





6$,.<20,62)2,(*5$6
西京味噌漬けフォアグラソテー












1(%5$6.$86'$35,0(%(()67($.J
86'$ 認定 ネブラスカプライムビーフステーキ J 
\HQ 
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3,.(&21*(5)5,77(5ZLWK3/80 5$63%(55<6$8&(
鱧のフリット 南高梅とラズベリーのソース


&$%1(%5$6.$%(()67($.J
&$% ネブラスカビーフステーキ J

25










$５<$0$*$7$:$*<867($.J
$ 山形和牛ステーキ J
\HQ 

3$66,21)58,73$9/29$
パッションフルーツのパブロヴァ


0,*1$5',6(
ミニャルディーズ


&2))((7($
コーヒー 又は 紅茶










6(59,&(&+$5*($1'7$;:,//%($''('727+($%29(35,&(6 上記の金額にサービス料 ％と消費税 ％が加算されます。
*8(676:+2+$9($//(5*,(63/($6(7(//<2856(59(5 食材アレルギーをお持ちのお客様は担当サーバーにお申し付けください。

EXECUTIVE CHEF / DAISUKE ITAGAKI
ASSISTANT CHEF / MASARU AZUMAYA







STARTERS
2<67(56+273&6
フレッシュオイスター 3&6

Bloody Mary / Cucumber Gelée / Quail Egg
ブラッディーマリー  胡瓜のジュレ  鶉卵




2&72386&(9,&+(
水タコのセビーチェ

3DVVLRQIUXLW$QFKRYLHV2OLYH6R\&LWUXV9LQDLJUHWWH
パッションフルーツ  アンチョビオリーブ  ソイシトラスヴィネグレット




&$/,)251,$1%855$7$
カルフォルニア産ブラータチーズ

*ROGHQ3HDFK3URVFLXWWRGL3DUPD3HSSHU*ULVVLQL
黄金桃  パルマ生ハム  ペッパーグリッシーニ




:$*<87$57$5(
和牛タルタル

6HD8UFKLQ/ Consommé GeOée / +RUVHUDGLVK&UHDP 
雲丹  コンソメジュレ  レフォールクリーム




6$,.<20,62)2,(*5$6
西京味噌漬けフォワグラソテー

Consommé Port Sauce%UDLVHG'DLNRQ<DQDND*LQJHU
コンソメポルトソース  大根のブレゼ  谷中生姜



3,.(&21*(5)5,77(5
鱧のフリット
&$(6$56$/$'
オリジナル シーザーサラダ

3LFNOHG3OXP5DVSEHUU\)ORZHU&XFXPEHU
南高梅  ラズベリー  花丸キュウリ

5RPDLQH/HWWXFH3DUPHVDQ&KHHVH3XII6PRNHG%DFRQ
ロメインレタス  パルメザンチーズパフ  スモークベーコン







.$0$.85$9(*(7$%/(67,&.
鎌倉野菜のスティックサラダ

+D]HOQXWV%DJQD6DXFH5DQFK6DXFH
ヘーゼルナッツバーニャソース  ランチソース




&+,//('&251327$*(
トウモロコシの冷製ポタージュ

$JHG0LPROHWWH2UDQJH2LO&KLYH
熟成ミモレットチーズ  オレンジオイル  シブレット




0866(/6720$72&5($06283 
カナダ産ムール貝の
トマトクリームスープ


)HQQHO0\RJD'ULHG7RPDWR
フェンネル  茗荷  ドライトマト








FROM THE SEA



6$87(('*5817),6+
イサキのソテー

%HXUUH1RLVHWWH'ULHG7RPDWR:LOG(QRNL
焦がしバターソース  ドライトマト  エノキソバージュ



602.('.,1*6$/021
キングサーモンの温燻製

%URFFROLPurée7DSHQDGH)MRUG5XE\
ブロッコリーのピュレ  タプナード  フィヨルドルビー



&+$5&2$/*5,//('/2%67(5
カナディアンロブスターの炭火グリル

6SLF\7RPDWR6DOVD+HUE6DODG*ULOOHG/HPRQ
スパイシートマトサルサ  ハーブサラダ  グリルレモン




&+$5&2$/*5,//(''5<$*('
6:25'),6+
熟成カジキマグロの炭火グリル

*UHHQ&RFRQXW6DXFH&KLOL2LO*ULOOHG/HPRQ
グリーンココナッツソース  チリオイル  グリルレモン




*5,//('1(:=($/$1'/$0%
ニュージーランド産仔羊の炭火焼

,FH3ODQW4XLQRD :DOQXW6DODG+DULVVD&KXWQH\ 
アイスプラント  キヌアと胡桃のサラダ  ハリッサのチャツネ




'5<$*('.<272'8&.52$67
ドライエイジング京鴨胸肉のロースト

Citrus Polenta Purée%LJDUDGH6DXFH2UDQJH3HSSHU
柑橘ポレンタピュレ  ビガラードソース  オレンジ胡椒




*5,//('1(%5$6.$325.
ネブラスカポークの炭火焼

3RS0XVWDUG6DXFH&UHDP\0DVKHG3RWDWR6ZHHW3HSSHU
ポップマスタードソース  クリーミーマッシュポテト  甘長唐辛子




FROM THE LAND




6(59,&(&+$5*($1'7$;:,//%($''('727+($%29(35,&(6 上記の金額にサービス料 ％と消費税 ％が加算されます。
*8(676:+2+$9($//(5*,(63/($6(7(//<2856(59(5 食材アレルギーをお持ちのお客様は担当サーバーにお申し付けください。

EXECUTIVE CHEF / DAISUKE ITAGAKI
ASSISTANT CHEF / MASARU AZUMAYA

GREATER OMAHA
USDA PRIME STEAKS

7+(&877%21(IRUfe
ザ・カット  ティーボーン f 名

DRY-AGED STEAKS

WET-AGED STEAKS

7%21(Je
ティーボーン



7%21(Je
ティーボーン

1(:<25.675,3/2,1   Je
ニューヨークストリップロイン Je



1(:<25.675,3/2,1   Je
ニューヨークストリップロイン Je

5,%(<(Je
リブアイ J ｜



7(1'(5/2,1Je 
テンダーロイン Je

CHEF’S FEATURED CHOICE
&+$5&2$/*5,//('9(1,621)520+2..$,'2
夏ジビエ 北海道産 蝦夷鹿芯ロースの炭火焼 
,EHULFR&KRUL]R6WXIIHG7RPDWR6SLFHG6DOW
イベリコチョリソー  トマトのファルシ  スパイスソルト



PRIVATELY FARMED A5 YAMAGATA WAGYU
6,5/2,1Je
サーロイン
7(1'(5/2,1Je
テンダーロイン

5803Je
ランプ
,&+,%2Je
イチボ

TOPPINGS

SAUCES

)2,(*5$6e
フォアグラ

%21(0$552:e
ボーンマローロースト



5(':,1(
レッドワインソース

&+,0,&+855,
チミチュリ

*$5/,&&+,36e
ガーリックチップス

*5,//('%$&21e
グリルドスモークベーコン



2526+,321=8
おろしポン酢

<8=8.26+2'(0,*/$=(
柚子胡椒デミグラス

6800(5758))/(e
サマートリュフ

35$:1Se
大海老 S



:$6$%,6+2<8
わさび醤油

0867$5'.,1'6
 種マスタード







$//

SIDE
0$6+('327$72e
マッシュポテト
$63$5$*86+2//$1'$,6(e
アスパラオランデーズ
6$87((':,/'086+52206e
信州ワイルドマッシュルームソテー
$%$/21(*$5/,&5,&(e
鮑ガーリックライス
)5(1&+)5,(6e
フレンチフライ
612:&5$%0$& &+((6(e
ズワイ蟹のマカロニチーズ



6(59,&(&+$5*($1'7$;:,//%($''('727+($%29(35,&(6 上記の金額にサービス料 ％と消費税 ％が加算されます。
*8(676:+2+$9($//(5*,(63/($6(7(//<2856(59(5 食材アレルギーをお持ちのお客様は担当サーバーにお申し付けください。
EXECUTIVE CHEF / DAISUKE ITAGAKI
ASSISTANT CHEF / MASARU AZUMAYA

