
 

Prices are subject to a 15% service charge 

上記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 

Kindly note that menu would be changed due to ingredients supply. 
食材の納品状況によってメニューが変更されることがございますので予めご了承ください 

 

 

 

 

Amuse bouche 
アミューズ 

 

Homemade smoked salmon salad, citrus dressing  

 Caviar, fennel, avocado, grapefruits, blini, dill cream 
自家製スモークサーモン シトラスドレッシング 

キャビア フェンネル アボカド グレープフルーツ ブリ二 ディルクリーム 
 

The French Kitchen onion gratin soup 
オニオングラタンスープ 

 

 

Pan-fried sea bream, white wine sauce 

Braised cabbage and green onion  
真鯛のポワレ 白ワインソース 

キャベツとねぎのブレゼ 
 

 

Roasted New Zealand beef tenderloin, beef jus 

Ratatouille, garlic confit 
ニュージーランド産牛フィレのロースト ビーフジュ 

ラタトゥイユ ガーリックコンフィ 
 

 

Dessert 
フレンチキッチン特製デザート 

 

 

Coffee or tea 
コーヒー または 紅茶 

 
 

 11,000 



 

Prices are subject to a 15% service charge 

上記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 

Kindly note that menu would be changed due to ingredients supply. 
食材の納品状況によってメニューが変更されることがございますので予めご了承ください 

 
 

 
 

Amuse bouche 
アミューズ 

 

Iberico ham, cherry mozzarella melon, tomato, basil 
Balsamic vincotto 

イベリコ豚の生ハム チェリーモッツァレラ メロン トマト バジル 

ヴィンコット 
 

Pistou soup, bacon, thyme, 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 
 

Pan-fried seabream, shrimp, clams, white wine sauce 
Braised peas, onion, lettuce 

真鯛のポワレ 海老とアサリ 白ワインソース 

 プチポワ・フランセーズ 
 

Roasted F1 beef sirloin, morel mushroom sauce 
Potato galette, watercress, horseradish 

国産牛サーロインのロースト モリーユ茸のソース 

ポテトガレット クレソン ホースラディッシュ 
 

Chocolate declinaison, Grand Marnier jelly 
Vanilla ice cream 

チョコレートのデクリネゾン グランマニエのゼリー 

バニラアイスクリーム 
 

Coffee or tea 
コーヒー または 紅茶 

 

 

 

 16,500 



 

Prices are subject to a 15% service charge 

上記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 

Kindly note that menu would be changed due to ingredients supply. 
食材の納品状況によってメニューが変更されることがございますので予めご了承ください 

 

 

 

 

 

Oscietra caviar, sour cream 

Buckwheat blinis 

オシェトラ キャビア サワークリーム 

そば粉のブリニ 

 

Foie gras terrine, roasted duck breast 

Apricot, celery, macadamia, vincotto  
フォアグラテリーヌ 鴨胸肉のスモーク 

アプリコット セロリ マカダミアナッツ ヴィンコット  

 

Lobster fran, ursin, potage Parmentier 

Sakura-shrimp flavor milk foam 
オマール海老のフラン 雲丹 じゃがいもとポロネギのポタージュ 

桜エビが香るミルクフォーム 
 

Pan-fried red snapper, Noilly Prat sauce 

Roasted white asparagus, endive 

金目鯛のポワレ ノイリーソース 

ホワイトアスパラガスとアンディーブのロースト 
 

Slow cooked F1 beef tenderloin, truffle sauce 

Roasted bamboo, broad beans frit 

低温調理した国産牛のテンダーロイン トリュフソース 

筍のロースト そら豆のベニエ 

 

Chocolate declinaison, Grand Marnier jelly 

Vanilla ice cream 

チョコレートのデクリネゾン グランマニエのゼリー 

バニラアイスクリーム 

 

Coffee or tea 

コーヒー または 紅茶 

 
 

 

 24,200 


