
lunch

L
ランチタイム

定休日 ／ 木曜日 （祝日は営業いたします）　
ランチ営業時間 ／ 11：30 ～ 14：30 （土日祝 ～ 15：00）
ラストオーダー ／ 閉店30分前

Teppanyaki
RINKU
鉄板焼 りんくう



JAPANESE BEEF BASIC LUNCH

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

ミニランチプレート（今月のスープ・ミニサラダ）

大地の恵み季節の焼野菜

国産牛赤身80ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

1Plate Appetizer (Potage of �is Month & Small Fresh Salad)

Sauteed Vegetables

Japanese Beef Round 80g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

国産牛 ベーシックランチ

¥3,300

プラス料金でお肉のボリュームアップを承ります。
スタッフにお尋ねください。

Teppanyaki
RINKU

国産牛赤身
Japanese Beef Round

＋ お肉の増量

You can extra portion of beef for an additional fee.
Please ask the sta�.

白御飯をガーリックライスに変更　　　＋￥550
白御飯を牛茶漬けに変更　　　 　　＋￥1,100

＋ ライスの変更

You can upgrade from Steamed Rice to Garlic Fried Rice or 
Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice Ball served in Soup.

※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.
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Teppanyaki
RINKU

JAPANESE BEEF EXTRA PORTION LUNCH

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

ミニランチプレート（今月のスープ・ミニサラダ）

大地の恵み季節の焼野菜

国産牛赤身150ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

1Plate Appetizer (Potage of �is Month & Small Fresh Salad)

Sauteed Vegetables

Japanese Beef Round 150g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

国産牛増量 スペシャルランチ

¥4,620

プラス料金でお肉の部位の変更を承ります。
スタッフにお尋ねください。

国産牛赤身
Japanese Beef Round

＋ お肉の部位変更

You can upgrade to Beef type for an additional fee.
Please ask the sta�.

白御飯をガーリックライスに変更　　　＋￥550
白御飯を牛茶漬けに変更　　　 　　＋￥1,100

＋ ライスの変更

You can upgrade from Steamed Rice to Garlic Fried Rice or 
Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice Ball served in Soup.

変更可能
Changeable

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.
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りんくう
おすすめ

Teppanyaki
RINKU

JAPANESE BEEF ROUND & FRESH SEAFOOD LUNCH

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

ランチプレート（小前菜・今月のスープ・ミニサラダ）

新鮮魚介のお料理

大地の恵み季節の焼野菜

国産牛赤身80ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

1Plate Appetizer (Small Appetizer, Potage of �is Month & Small Fresh Salad)

Fresh Seafood Grilled Dishes

Sauteed Vegetables

Japanese Beef Round 80g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

国産牛赤身と鮮魚のランチ

¥4,950

プラス料金でお肉のボリュームアップを承ります。
スタッフにお尋ねください。

国産牛赤身
Japanese Beef Round

＋ お肉の増量

You can extra portion of beef for an additional fee.
Please ask the sta�.

白御飯をガーリックライスに変更　　　＋￥550
白御飯を牛茶漬けに変更　　　 　　＋￥1,100

＋ ライスの変更

You can upgrade from Steamed Rice to Garlic Fried Rice or 
Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice Ball served in Soup.

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.
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Teppanyaki
RINKU

JAPANESE BEEF FILLET LUNCH
国産牛フィレランチ 国産牛フィレ

Japanese Beef Fillet

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

ランチプレート（小前菜・今月のスープ・ミニサラダ）

大地の恵み季節の焼野菜

国産牛フィレ100ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

1Plate Appetizer (Small Appetizer, Potage of �is Month & Small Fresh Salad)

Sauteed Vegetables

Japanese Beef Fillet 100g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

¥6,050

プラス料金でお肉のボリュームアップを承ります。
スタッフにお尋ねください。

＋ お肉の増量

You can extra portion of beef for an additional fee.
Please ask the sta�.

白御飯をガーリックライスに変更　　　＋￥550
白御飯を牛茶漬けに変更　　　 　　＋￥1,100

＋ ライスの変更

You can upgrade from Steamed Rice to Garlic Fried Rice or 
Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice Ball served in Soup.

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.
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ランチタイム

りんくう
おすすめ

Teppanyaki
RINKU

JAPANESE BEEF FILLET & FRESH SEAFOOD LUNCH

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

ランチプレート（小前菜・今月のスープ・ミニサラダ）

新鮮魚介のお料理

大地の恵み季節の焼野菜

国産牛フィレ80ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

1Plate Appetizer (Small Appetizer, Potage of �is Month & Small Fresh Salad)

Fresh Seafood Grilled Dishes

Sauteed Vegetables

Japanese Beef Fillet 80g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

国産牛フィレと鮮魚のランチ

¥6,600

プラス料金でお肉のボリュームアップを承ります。
スタッフにお尋ねください。

＋ お肉の増量

You can extra portion of beef for an additional fee.
Please ask the sta�.

白御飯をガーリックライスに変更　　　＋￥550
白御飯を牛茶漬けに変更　　　 　　＋￥1,100

＋ ライスの変更

You can upgrade from Steamed Rice to Garlic Fried Rice or 
Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice Ball served in Soup.

国産牛フィレ
Japanese Beef Fillet

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.
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Teppanyaki
RINKU

JAPANESE WAGYU LUNCH
黒毛和牛ランチ 黒毛和牛フィレ または ロース

Japanese Wagyu Fillet or Sirloin

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

ランチプレート（小前菜・今月のスープ・ミニサラダ）

大地の恵み季節の焼野菜

黒毛和牛フィレ80ｇ または ロース100ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

1Plate Appetizer (Small Appetizer, Potage of �is Month & Small Fresh Salad)

Sauteed Vegetables

Japanese Wagyu Fillet 80g or Sirloin 100g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

プラス料金でお肉のボリュームアップを承ります。
スタッフにお尋ねください。

＋ お肉の増量

You can extra portion of beef for an additional fee.
Please ask the sta�.

白御飯をガーリックライスに変更　　　＋￥550
白御飯を牛茶漬けに変更　　　 　　＋￥1,100

＋ ライスの変更

You can upgrade from Steamed Rice to Garlic Fried Rice or 
Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice Ball served in Soup.

黒毛和牛A5黒毛和牛A3 ¥7,700 　¥10,230Japanese Wagyu A3 Grade Japanese Wagyu A5 Grade

プレミア
ムランチ

Premium Lunch

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.
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Teppanyaki
RINKU

ULTIMATE LUNCH

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

季節の小前菜

今月のスープ

旬菜サラダ

活オマール海老（ハーフカット）

大地の恵み季節の焼野菜

黒毛和牛フィレ50gとロース50ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

2kinds Small Appetizer

Potage of �is Month

Seasonal Fresh Salad

Fresh Lobster (Half Cut)

Sauteed Vegetables

Japanese Wagyu Fillet 50g & Sirloin 50g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

アルティメットランチ

白御飯をガーリックライスに変更　＋￥550　／　白御飯を牛茶漬けに変更　＋￥1,100

＋ ライスの変更

You can upgrade from Steamed Rice to Garlic Fried Rice or Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice Ball served in Soup.

黒毛和牛フィレ と ロース
Japanese Wagyu Fillet & Sirloin

黒毛和牛A5黒毛和牛A3 ¥12,650 　　¥15,180Japanese Wagyu A3 Grade Japanese Wagyu A5 Grade

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.



活物に関しましては入荷数が限られております。
天候等の状況により入荷しない場合もございます。
詳しくはスタッフまでお尋ねください。

In some cases, we only carry limited numbers of listed items.
Also occasionally due to adverse weather conditions, some items may be unavailable.
Please ask our sta� for more information.  ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.

※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

アラカルト
A LA CARTE

今月のスープ

前菜盛り合わせ

￥440

￥1,100

前　　菜

旬菜サラダ（小）

旬菜サラダ

大地の恵み季節の焼野菜

￥440

￥660

￥660

お薦め野菜

白御飯

牛肉と茸のガーリックライス

牛茶漬け

香の物

赤出汁

￥275

￥1,210

￥1,210

￥165

￥220

お 食 事

シャーベット

シャーベット＆アイスクリーム

デザート盛り合わせ

￥330

￥550

￥990

デザート

A3 ランク

A5 ランク

100g～ ・ ￥6,600～

100g～ ・ ￥8,800～

黒毛和牛 ロース

10gから追加増量いたします。￥660～

10gから追加増量いたします。￥880～

Potage of �is Month

Assorted Appetizer 

Seasonal Fresh Salad（S）

Seasonal Fresh Salad

Seasonal Sauteed Vegetables

Rice

Garlic Fried Rice with Beef & Mushrooms

Rice Ball served in Soup

Pickles

Miso Soup

Sherbet

Sherbet & Ice cream

Chef ’s Assorted Dessert

Japanese Wagyu A3 Grade Sirloin 100g ~

Japanese Wagyu A5 Grade Sirloin 100g ~

A3 ランク

A5 ランク

100g～ ・ ￥8,800～

100g～ ・ ￥11,000～

黒毛和牛 フィレ

10gから追加増量いたします。￥880～

10gから追加増量いたします。￥1,100～

Japanese Wagyu A3 Grade Fillet 100g ~

Japanese Wagyu A5 Grade Fillet 100g ~

フォアグラソテー ￥1,980

フォアグラ

Sauteed Foie Gras 

本日の白身魚

帆立貝柱

活 黒 鮑

活 オマール海老  （ハーフカット）

活 オマール海老 １尾

活 伊勢海老１尾

￥1,430

￥2,420

￥8,800

￥5,060

￥9,900

￥19,800

新鮮 海の幸

Today’s  Fish

Scallop

 Fresh Abalone 

Fresh Lobster  (Half cut)

Fresh Lobster 

Fresh Spiny Lobster

  

3日前までに要予約

Reservation is requested by the previous 3 days

Teppanyaki
RINKU

You can extra portion of 10g~ for an additional fee.¥660~ 

You can extra portion of 10g~ for an additional fee.¥880~ 

You can extra portion of 10g~ for an additional fee.¥880~ 

You can extra portion of 10g~ for an additional fee.¥1,100~ 

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.
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D
ディナータイム

定休日 ／ 木曜日 （祝日は営業いたします）　

ラストオーダー ／ 閉店30分前

鉄板焼 りんくう

Teppanyaki
RINKU

ディナー営業時間 ／ 17：30 ～ 21：00  （土日祝 ～ 22：00）



dinner

D
ディナータイム

Teppanyaki
RINKU

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

前菜盛り合わせ

今月のスープ

旬菜サラダ

大地の恵み季節の焼野菜

黒毛和牛ロース100ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

Assorted Appetizers

Potage of �is Month

Seasonal Fresh Salad

Sauteed Vegetables

Japanese Wagyu Sirloin100g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

黒毛和牛ベーシックディナー（ロース） 黒毛和牛 ロース
Japanese Wagyu Sirloin

JAPANESE WAGYU BASIC DINNER (Sirloin)

プラス料金でお肉のボリュームアップを承ります。
スタッフにお尋ねください。

＋ お肉の増量

You can extra portion of beef for an additional fee.
Please ask the sta�.

白御飯をガーリックライスに変更　　　＋￥990
白御飯を牛茶漬けに変更　　　 　　＋￥1,100

＋ ライスの変更

You can upgrade from Steamed Rice to Garlic Fried Rice or 
Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice Ball served in Soup.

黒毛和牛A5黒毛和牛A3 ¥8,250 　　¥10,780Japanese Wagyu A3 Grade Japanese Wagyu A5 Grade

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.
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D
ディナータイム

Teppanyaki
RINKU

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

前菜盛り合わせ

今月のスープ

旬菜サラダ

大地の恵み季節の焼野菜

黒毛和牛フィレ100ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

Assorted Appetizers

Potage of �is Month

Seasonal Fresh Salad

Sauteed Vegetables

Japanese Wagyu Fillet 100g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

JAPANESE WAGYU BASIC DINNER (Fillet)

プラス料金でお肉のボリュームアップを承ります。
スタッフにお尋ねください。

＋ お肉の増量

You can extra portion of beef for an additional fee.
Please ask the sta�.

白御飯をガーリックライスに変更　　　＋￥990
白御飯を牛茶漬けに変更　　　 　　＋￥1,100

＋ ライスの変更

You can upgrade from Steamed Rice to Garlic Fried Rice or 
Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice Ball served in Soup.

黒毛和牛A5黒毛和牛A3 ¥10,450 　　¥12,980Japanese Wagyu A3 Grade Japanese Wagyu A5 Grade

黒毛和牛ベーシックディナー（フィレ） 黒毛和牛 フィレ
Japanese Wagyu Fillet

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.



dinner

D
ディナータイム

Teppanyaki
RINKU

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

前菜盛り合わせ

今月のスープ

旬菜サラダ

鮮魚のお料理

大地の恵み季節の焼野菜

黒毛和牛フィレ50gとロース50ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

Assorted Appetizers

Potage of �is Month

Seasonal Fresh Salad

Fresh Seafood Grilled Dishes

Sauteed Vegetables

Japanese Wagyu Fillet 50g & Sirloin 50g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

JAPANESE WAGYU & FRESH SEAFOOD

プラス料金でお肉のボリュームアップを承ります。
スタッフにお尋ねください。

＋ お肉の増量

You can extra portion of beef for an additional fee.
Please ask the sta�.

白御飯をガーリックライスに変更　　　＋￥990
白御飯を牛茶漬けに変更　　　 　　＋￥1,100

＋ ライスの変更

You can upgrade from Steamed  Rice to Garlic Fried Rice or 
Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice Ball served in Soup.

黒毛和牛A5黒毛和牛A3 ¥12,650 　　¥15,180Japanese Wagyu A3 Grade Japanese Wagyu A5 Grade

黒毛和牛と新鮮魚介ディナーりんくう
おすすめ

黒毛和牛フィレ と ロース
Japanese Wagyu Fillet & Sirloin

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.



dinner

D
ディナータイム

Teppanyaki
RINKU

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

前菜盛り合わせ

今月のスープ

旬菜サラダ

活オマール海老（ハーフカット）と帆立貝柱

大地の恵み季節の焼野菜

黒毛和牛フィレ50gとロース50ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

Assorted Appetizers

Potage of �is Month

Seasonal Fresh Salad

Fresh Lobster (Half Cut) & Coquille Grilled Dishes

Sauteed Vegetables

Japanese Wagyu Fillet 50g & Sirloin 50g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

JAPANESE WAGYU & FRESH LOBSTER

プラス料金でお肉のボリュームアップを承ります。
スタッフにお尋ねください。

＋ お肉の増量

You can extra portion of beef for an additional fee.
Please ask the sta�.

白御飯をガーリックライスに変更　　　＋￥990
白御飯を牛茶漬けに変更　　　 　　＋￥1,100

＋ ライスの変更

You can upgrade from Steamed Rice to Garlic Fried Rice or 
Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice Ball served in Soup.

黒毛和牛A5黒毛和牛A3 ¥14,850 　　¥17,380Japanese Wagyu A3 Grade Japanese Wagyu A5 Grade

黒毛和牛と活オマール海老ディナー 黒毛和牛フィレ と ロース
Japanese Wagyu Fillet & Sirloin

スペシャル
ディナー

Special Dinner

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.



dinner

D
ディナータイム

Teppanyaki
RINKU

至高の
ひと時を

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

前菜盛り合わせ

今月のスープ

活黒鮑ガーリックバター焼き

旬菜サラダ

活オマール海老（ハーフカット）

大地の恵み季節の焼野菜

黒毛和牛A5フィレ50gとA5ロース50ｇ

ガーリックライス（汁物・香の物付） または 牛茶漬け

デザート

コーヒー または 紅茶

Assorted Appetizers

Potage of �is Month

Fresh Abalone (with Garlic Butter)

Seasonal Fresh Salad

Fresh Lobster (Half Cut) Grilled Dishes

Sauteed Vegetables

Japanese Wagyu A5 Grade Fillet 50g & A5 Grade Sirloin 50g

Garlic Fried Rice (with Soup & Pickles)
or Japanese Flavored Wagyu Beef topped Rice ball served in Soup 

Dessert

Tea or Co�ee

PREMIUM DINNER
プレミアムディナー 黒毛和牛A5フィレ と ロース

Japanese Wagyu Fillet & Sirloin

¥24,970

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.



dinner

D
ディナータイム

Teppanyaki
RINKU

 ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.
※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

日本料理「有馬」より お造り盛り合わせ

今月のスープ

活オマール海老（ハーフカット）

旬菜サラダ

帆立貝柱バター焼き

大地の恵み季節の焼野菜

白身魚80ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

3kind of Sashimi from Japanese Restaurant ARIMA

Potage of �is Month

Fresh Lobster (Half Cut) Grilled Dishes

Seasonal Fresh Salad

Butter Saute of Scallop

Sauteed Vegetables

Sauteed Fresh White Fish 80g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Co�ee

FRESH SEAFOOD DINNER
海の幸ディナー

¥12,100

お肉より
海 鮮

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。　※写真はイメージです。　
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.  ※Photograph is an image only.



活物に関しましては入荷数が限られております。
天候等の状況により入荷しない場合もございます。
詳しくはスタッフまでお尋ねください。

In some cases, we only carry limited numbers of listed items.
Also occasionally due to adverse weather conditions, some items may be unavailable.
Please ask our sta� for more information.  ※Customers with Food Allergies, please contact a sta� member before ordering.

※食品アレルギーをお持ちのお客様は係員までお申し出くださいませ。

アラカルト
A LA CARTE

今月のスープ

前菜盛り合わせ

￥440

￥1,100

前　　菜

旬菜サラダ（小）

旬菜サラダ

大地の恵み季節の焼野菜

￥440

￥660

￥660

お薦め野菜

白御飯

牛肉と茸のガーリックライス

牛茶漬け

香の物

赤出汁

￥275

￥1,210

￥1,210

￥165

￥220

お 食 事

シャーベット

シャーベット＆アイスクリーム

デザート盛り合わせ

￥330

￥550

￥990

デザート

A3 ランク

A5 ランク

100g～ ・ ￥6,600～

100g～ ・ ￥8,800～

黒毛和牛 ロース

10gから追加増量いたします。￥660～

10gから追加増量いたします。￥880～

Potage of �is Month

Assorted Appetizer 

Seasonal Fresh Salad（S）

Seasonal Fresh Salad

Seasonal Sauteed Vegetables

Rice

Garlic Fried Rice with Beef & Mushrooms

Rice Ball served in Soup

Pickles

Miso Soup

Sherbet

Sherbet & Ice cream

Chef ’s Assorted Dessert

Japanese Wagyu A3 Grade Sirloin 100g ~

Japanese Wagyu A5 Grade Sirloin 100g ~

A3 ランク

A5 ランク

100g～ ・ ￥8,800～

100g～ ・ ￥11,000～

黒毛和牛 フィレ

10gから追加増量いたします。￥880～

10gから追加増量いたします。￥1,100～

Japanese Wagyu A3 Grade Fillet 100g ~

Japanese Wagyu A5 Grade Fillet 100g ~

フォアグラソテー ￥1,980

フォアグラ

Sauteed Foie Gras 

本日の白身魚

帆立貝柱

活 黒 鮑

活 オマール海老  （ハーフカット）

活 オマール海老 １尾

活 伊勢海老１尾

￥1,430

￥2,420

￥8,800

￥5,060

￥9,900

￥19,800

新鮮 海の幸

Today’s  Fish

Scallop

 Fresh Abalone 

Fresh Lobster  (Half cut)

Fresh Lobster 

Fresh Spiny Lobster

  

3日前までに要予約

Teppanyaki
RINKU

You can extra portion of 10g~ for an additional fee.¥660~ 

You can extra portion of 10g~ for an additional fee.¥880~ 

You can extra portion of 10g~ for an additional fee.¥880~ 

You can extra portion of 10g~ for an additional fee.¥1,100~ 

※表示価格にはサービス料10％が含まれており、別途消費税を加算させていただきます。　※食材の入荷状況により、料理内容が変更になる場合がございます。
※All prices mentioned above include 10% service charge and exclude consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.

Reservation is requested by the previous 3 days
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