
 

 

 

 

鉄板焼 アラカルト 
Teppanyaki A la carte 

 

前菜 Appetizers 

かぼちゃのポタージュ  Pumpkin potage 1,800 

フレッシュフォアグラの鉄板焼き 80g Sautéed foie gras  80g 4,500 

キャビアフラッペ 25g Caviar 25g 16,000 

   

魚介 Seafood 

メバル(100g) Japanese rockfish (100g) 3,000 

帆立貝 (3 個)  Scallops (3 pieces) 3,500 

活車海老 (25ｇ2 本)  Fresh prawn (25g, 2 pieces) 3,500 

活オマール海老 (450g) Fresh lobster (450g) 8,000 

活鮑 (180g) Fresh abalone (180g) 9,000 

活伊勢海老 (350g) Fresh spiny lobster (350g) 15,000 

   

野菜 Vegetables 

新玉ねぎ (180g) Spring onion (180g) 1,200 

茄子 (180g) Eggplant (180g)  1,200 

新じゃがいも (180g) Spring potato (180g) 1,200 

金針菜 (80g) Kinshinsai (80g) 1,200 

ジャンボ椎茸 (2 個) Shiitake mushroom (2 pieces) 1,200 

生麩 (5 個) Gulten (5 pieces) 1,200 

 

   

サラダ Salad 
ガーデングリーンサラダ Garden green salad 1,600 

フルーツトマトのサラダ Tomato salad 2,200 

   

御造り Sashimi 
刺身盛り合わせ (5 種) Assorted sashimi (5 kinds) 6,000 

   

寿司 Sushi 
にぎり寿司盛合せ (握り 8 貫  巻物 1 本) Assorted nigari (nigari 8 pieces and 1 roll sushi)  5,500 

巻物盛合せ (巻物 4 本分) Assorted roll (4 roll sushi) 3,000 

黒毛和牛サーロインの手毬寿司 (3 貫) Japanese beef sushi (3 pieces) 2,800 

神戸牛の炙り雲丹巻きキャビア添え (3 個) Grilled KOBE beef with sea urchin and caviar  
(3 pieces) 

8,400 

 

 

黒毛和牛（A4 ランク） 

Japanese beef (Rank A4) 

 サーロイン 100g      Sirloin 100g 8,000 

 フィレ 100g  Tenderloin 100g 9,000 

   

   

特選黒毛和牛（A5 ランク） 

Premium Japanese beef (Rank A5) 

 フィレ 100ｇ  Tenderloin 100g 12,000 

 シャトーブリアン 100ｇ  Chateaubriand 100g 14,000 

 仙台牛サーロイン 100ｇ  SEMDAI beef Sirloin 100g 13,000 

 

神戸牛（A4 ランク） 

KOBE beef (Rank A4) 

 神戸牛サーロイン 100g  KOBE beef sirloin 100g 19,000 

 
御飯セット 

Rice set 

 白飯 味噌椀 香の物  Steamed rice, miso soup and Japanese pickles 1,000 

 ガーリックライス  Fried garlic rice 2,000 

 黒毛和牛のビーフピラフ  Beef fried rice 2,500 

 オムライス デミグラスソース  Omelet rice with demi-glace sauce                                                              3,000 

   

 デザート 

Dessert 

 アイスクリーム 又はシャーベット Ice cream or sherbet 1,000 

 マスクメロンと季節のフルーツ Melon and seasonal fruits 2,000 

 チョコレートブラウニーとフルーツキャラメリゼ 

 バニラアイスを添えて 
Chocolate brownie and caramelized fruit  
with vanilla ice cream 

2,600 

 

 

 

 

入荷状況より内容が変更となる場合がございます。 

Dishes may change depending on ingredient availability.  

表示金額に別途消費税とサービス料が加算されます。 

Prices shown do not include consumption tax and service charge. 

 

 

 




