
 ※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。

※表示価格にはサービス料10％と消費税が含まれております。　※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 consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.　※Photograph is an image only.  

A LUNCH
Aランチ

Small Fresh Salad & Today's Potage

Sauteed Vegetables & Beef Fillet 80g 

Rice／ Soup／ Pickles

Dessert

Tea or Coffee

ミニサラダと本日のスープ

季節の焼野菜と牛フィレ80ｇ

白御飯 ・赤出汁・香の物

デザート

コーヒーまたは紅茶

¥3,500（税込）

牛フィレ Beef Fillet

Lunch
ランチタイム

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。

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

お肉の増量

You can upgrade from Steamed  Rice to Garlic Fried Rice.

白御飯の変更
で白御飯をガーリックライスに変更＋¥800（税込）



 ※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。

※表示価格にはサービス料10％と消費税が含まれております。　※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 consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.　※Photograph is an image only.  

B LUNCH
Bランチ

Small Fresh Salad & Today's Potage

Sauteed Fresh Seafood With Butter

Sauteed Vegetables & Beef Fillet 80g 

Rice／ Soup／ Pickles

Dessert

Tea or Coffee

ミニサラダと本日のスープ

新鮮海の幸バター焼き

季節の焼野菜と牛フィレ80ｇ

白御飯・赤出汁・香の物

デザート

コーヒーまたは紅茶

¥4,300（税込）

牛フィレ Beef Fillet

Lunch
ランチタイム

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。

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

お肉の増量

You can upgrade from Steamed  Rice to Garlic Fried Rice.

白御飯の変更
で白御飯をガーリックライスに変更＋¥800（税込）



 ※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。

※表示価格にはサービス料10％と消費税が含まれております。　※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 consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.　※Photograph is an image only.  

C LUNCH
Cランチ

Small Fresh Salad & Today's Potage

Today's Sea foods

Sauteed Vegetables & Gourmet Select Wagyu Fillet 60g 

Rice／ Soup／ Pickles

Dessert

Tea or Coffee

ミニサラダと本日のスープ

本日の海の幸

季節の焼野菜と厳選和牛フィレ60ｇ

白御飯・赤出汁・香の物

デザート

コーヒーまたは紅茶

¥6,800（税込）

和牛 Wagyu

Lunch
ランチタイム

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。

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

お肉の増量

You can upgrade from Steamed  Rice to Garlic Fried Rice.

白御飯の変更
で白御飯をガーリックライスに変更＋¥800（税込）



 ※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。

※表示価格にはサービス料10％と消費税が含まれております。　※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 consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.　※Photograph is an image only.  

WAGYU BASIC DINNER 
和牛ベーシックディナー

Assorted Appetizers

Potage of Today

Seasonal Fresh Salad

Sauteed Vegetables

Wagyu Filet 100g or Sirloin 130g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Coffee

先付け一品

本日のポタージュ

旬菜サラダ

季節の焼き野菜5種

和牛フィレ肉100g または ロース肉130g

白御飯 ・ 赤出汁 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

和牛フィレ 又は ロース Wagyu Fillet or Sirloin

Dinner
ディナータイム

¥10,285（税込）厳選和牛
Gourmet Select Wagyu ¥13,915（税込）特選和牛

Superior Gourmet Select Wagyu

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。

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

お肉の増量

You can upgrade from Steamed  Rice to Garlic Fried Rice.

白御飯の変更
で白御飯をガーリックライスに変更＋¥1,210（税込）



 ※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。

※表示価格にはサービス料10％と消費税が含まれております。　※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 consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.　※Photograph is an image only.  

WAGYU & FRESH SEAFOOD
和牛と新鮮魚介ディナー

Assorted Appetizers

Potage of This Month

Seasonal Fresh Salad

Fresh Seafood Grilled Dishes

Sauteed Vegetables

Wagyu Fillet 100g or Sirloin 130g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Coffee

先付一品

本日のポタージュ

旬菜サラダ

シェフ厳選海の幸

季節の焼野菜5種

和牛フィレ100g または ロース130ｇ

白御飯 ・ 汁物 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

和牛フィレ 又は ロース Wagyu Fillet or Sirloin

Dinner
ディナータイム

¥13,068（税込）厳選和牛
Gourmet Select Wagyu ¥16,698（税込）特選和牛

Superior Gourmet Select Wagyu

りんくう
おすすめ
りんくう
おすすめ

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。

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

お肉の増量

You can upgrade from Steamed  Rice to Garlic Fried Rice.

白御飯の変更
で白御飯をガーリックライスに変更＋¥1,210（税込）



 ※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。

※表示価格にはサービス料10％と消費税が含まれております。　※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 consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.　※Photograph is an image only.  

WAGYU & FRESH LOBSTER
和牛と活オマール海老ディナー

Assorted Appetizers

Potage of This Month

Seasonal Fresh Salad

Fresh Lobster (Half Cut) & Coquille Grilled Dishes

Sauteed Vegetables

Wagyu Fillet 100g or Sirloin 130g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Coffee

先付け一品

今日のポタージュ

旬菜サラダ

活オマール海老（ハーフカット）

季節の焼野菜5種

和牛フィレ肉100g または ロース肉130ｇ

白御飯 ・ 赤出汁 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

和牛フィレ 又は ロース Wagyu Fillet or Sirloin

Dinner
ディナータイム

¥14,520（税込）厳選和牛
Gourmet Select Wagyu ¥18,150（税込）特選和牛

Superior Gourmet Select Wagyu

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。

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

お肉の増量

You can upgrade from Steamed  Rice to Garlic Fried Rice.

白御飯の変更
で白御飯をガーリックライスに変更＋¥1,210（税込）



 ※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。

※表示価格にはサービス料10％と消費税が含まれております。　※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 consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.　※Photograph is an image only.  

PREMIUM DINNER
プレミアムディナー

Assorted Appetizers

Potage of Today

Seasonal Fresh Salad

Fresh Abalone

Sauteed Vegetables

Wagyu Fillet 100g or Sirloin 130g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Coffee

先付け一品

本日のポタージュ

旬菜サラダ

内地産　活け鮑

季節の焼き野菜5種

和牛フィレ肉100g または ロース肉130g

白御飯 ・ 赤出汁 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

和牛フィレ 又は ロース Wagyu Fillet or Sirloin

Dinner
ディナータイム

¥20,570（税込）厳選和牛
Gourmet Select Wagyu ¥24,200（税込）特選和牛

Superior Gourmet Select Wagyu

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。

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

お肉の増量

You can upgrade from Steamed  Rice to Garlic Fried Rice.

白御飯の変更
で白御飯をガーリックライスに変更＋¥1,210（税込）



 ※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。

※表示価格にはサービス料10％と消費税が含まれております。　※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 consumption tax.  ※Menu may change according to purchase availability.　※Photograph is an image only.  

ULTIMATE DINNER
アルティメットディナー

Assorted Appetizers

Potage of Today

Seasonal Fresh Salad

Fresh Lobster (Harf Cut)

Fresh Abalone

Sauteed Vegetables

Superior Gourmet Select Wagyu Fillet 100g or Sirloin 130g

Rice / Soup / Pickles

Dessert

Tea or Coffee

先付け一品

本日のポタージュ

旬菜サラダ

活けオマール海老（ハーフカット）

内地産　活け鮑

季節の焼き野菜5種

特選和牛フィレ肉100g または ロース肉130g

白御飯 ・ 赤出汁 ・ 香の物

デザート

コーヒー または 紅茶

和牛フィレ 又は ロース Wagyu Fillet or Sirloin

Dinner
ディナータイム

¥27,225（税込）

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。

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

お肉の増量

You can upgrade from Steamed  Rice to Garlic Fried Rice.

白御飯の変更
で白御飯をガーリックライスに変更＋¥1,210（税込）
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