
 Appetizer 前菜 2,585

Ⓥ Quinoa Detox salad, lemon dressing

キヌア デトックスサラダ レモンドレッシング

Caesar salad, egg, Parmesan cheese, bacon, croutons, anchovy dressing  

シーザーサラダ 卵 パルメザンチーズ ベーコン クルトン アンチョビドレッシング

Green asparagus, jambon blanc ham, snap peas, creamy sherry dressing

グリーンアスパラガス ジャンボンブランハム スナップエンドウ クリーミーシェリードレッシング

Home smoked salmon salad, citrus dressing, caviar, fennel, avocado, grapefruit, blini, dill cream

"Pâté de Campagne", marinated mushrooms, pumpkin, Dijon mustard, walnut and raisin bread

パテドカンパーニュ 茸と南瓜のマリネ ディジョンマスタード 胡桃とレーズンブレッド

 Soup スープ 1,705

Pistou soup, bacon, thyme flavor, extra virgin olive oil

フランス風野菜スープ ベーコン タイムの香り エクストラバージンオリーブオイル

The French Kitchen onion gratin soup

オニオングラタンスープ 

Ⓢ Lobster bisque +605

オマール海老のビスク

 Fish・Vegetarian 魚・野菜料理 3,630

Ⓥ Steamed vegetables and tofu cocotte - Guérande sea salt, French extra virgin olive oil

スチームベジタブルと豆腐のココット ゲランデ海の塩 フレンチエキストラバージンオリーブオイル

Ⓢ Sustainable salmon en croute - mushroom duxelle, spinach, bacon, beurre blanc

サステナブルなサーモンのパイ包み焼き 

マッシュルームのデュクセル ほうれん草 ベーコン ブールブランソース

Pan-fried sea bream, bisque sauce, quinoa, steamed vegetables, herb salad

真鯛のポワレ ビスクソース キヌア 季節野菜 ハーブサラダ

John Dory Meunière, brown butter sauce, caper, lemon, parsley

的鯛のムニエル ノワゼットバターソース ケッパー レモン パセリ

 Meat 肉料理 3,630

Ⓢ Roasted Shingen chicken breast, salsify, mushroom, barley risotto, chicken jus

信玄どり胸肉のロースト 西洋ごぼう 茸 麦リゾット チキンソース

Roasted pork loin, morel mushroom jus, green asparagus, new potatoes
ポークロインのロースト モリーユ茸のジュ グリーンアスパラガス 新ジャガイモ

Roasted rack of lamb, Lyonnaise potatoes, sautéed oyster mushrooms +1,815

骨付きラムのロースト リヨネーズポテト アワビ茸のソテー

Steak frites - grilled Australian beef sirloin (220g), French fries, red wine sauce                          +1,980

オーストラリア産ビーフサーロインのグリル (220g) フレンチフライ 赤ワインソース 

Lobster bisque +605 Roasted New Zealand beef tenderloin(160g), beef jus, ratatouille, garlic confit +3,080

オマール海老のビスク

Steak frites - grilled Australian beef sirloin (220g), French fries, red wine sauce     +1,980  Dessert デザート 1,320

オーストラリア産ビーフサーロインのグリル (220g) フレンチフライ 赤ワインソース Ⓢ Crème brûlée

Roasted New Zealand beef tenderloin(160g), beef jus, ratatouille, garlic confit +3,080
ニュージーランド産牛フィレ肉のロースト(160g) ビーフジュ ラタトゥイユ ガーリックコンフィ チーズケーキ ミックスベリーコンポート ホイップクリーム

+1,430

Fruit plate　 +1,430
フルーツプレート

+330

Prices above include tax and are subject to a 15% service charge.

上記税込価格にサービス料として15%を頂戴いたします

To greater ensure the quality of your dining experience, please let us know if you have any food allergies or restrictions

食材にアレルギーのあるお客様 食事制限がおありのお客様は ご注文の際に係りの者にお申し付けください

Grand Hyatt Tokyo is ISO 22000:2018 certified, internationally recognized as the highest food safety management system.

グランド ハイアット 東京は、お客様が安心・安全にお食事をお楽しみいただけるよう、食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000:2018を取得しております

フレンチキッチンシェフのお料理をお好きなだけお楽しみいただけるブッフェスタイル

お料理の数々で 自分だけのブッフェコースを心ゆくまでご堪能ください

4,400

本日のスープ

4,730

 Daily fish　or　Daily rotisserie

本日のサラダ
The French Kitchen salad

The French Kitchen Buffet

Our chefs and service team welcome you to THE FRENCH KITCHEN buffet

Let us take you through a culinary journey of the French country side
Please enjoy your original buffet course

                   A La Carte

Choice of daily ice cream or sorbet

Chef's dessert selection with ice cream

Coffee or tea

本日の魚料理 または 本日の肉料理

フレンチキッチン ランチブッフェ

豊富な食材の中から選りすぐりのものだけを使い、色とりどりに仕上げられた

Upgrade option アップグレードオプション

コーヒー または 紅茶

クレームダンジュ ベリーソース

Daily soup

ニュージーランド産牛フィレ肉のロースト(160g) ビーフジュ ラタトゥイユ ガーリックコンフィ

Ⓢ Signature Dish シグネチャー / Ⓥ Vegetarian ベジタリアン

自家製スモークサーモンのサラダ
シトラスドレッシング キャビア ブリニ フェンネル アボカド グレープフルーツ ブリニ ディルクリーム

全てのデザートにアイスクリームまたはシャーベットを添えることが出来ます

Cheesecake, mix berry compote, whipped cream

Fruit plate
フルーツプレート

クレームブリュレ
"Le crémet d`Anjou" - berry

sauce

 Set Menu 

本日のデザート アイスクリーム添え


