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Lunch Course
ランチコース

Chef’s Lunch
シェフズランチ
￥5,830 (￥4,664)

本日のアミューズ
Small appetizer
パテドカンパーニュ 梅ジャム ピクルスとサラダ添え
Pate de campagne plum jam with pickles
白身魚のポアレ トマトのサルサ バジルオイル
ポワローピューレとラタトゥイユ添え
Pan fried white fish tomato salsa and basil oil
with leek puree and ratatouille
牛ヒレ肉のソテー マスタード風味のソース 温野菜添え
Sauteed fillet of beef mustard sauce with hot vegetables
さくらんぼのクラフティ フルーツ添え
Cherry clafoutis with fresh fruits
コーヒーまたは紅茶
Coffee or Tea

- Prix Fixe Lunch Course -

Chef ’s recommended main dish of the month

《プリフィックスランチ》今月のシェフおすすめメインディッシュ

白身魚のポアレ 野菜のベニエ バジル香るトマトソース
Pan fried white fish with vegetables fritter,
and basil flavored tomato sauce
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月

それぞれ一品ずつお選びください
Please choose one dish each from the following selections

￥3,520 (￥2,816)

Prix Fixe
Lunch Course
プリフィックスランチ

- Appetizer & Soup -

A

高知県産カツオのたたき カルパッチョ仕立て 柚子ドレッシング
Carpaccio of seared bonito from KOCHI pref. with YUZU dressing

B

スモークサーモンとアボカド 彩り野菜のサラダ
Smoked salmon and avocado salad

C

パテドカンパーニュ 梅ジャム ピクルス添え（＋￥440）
Pate de campagne plum jam with pickles（add 440 yen）

D

カボチャのポタージュ
Pampkin soup

（前菜とスープ両方ご注文の際は追加 660 円となります）
(Both appetizer and soup for an extra 660 yen)

- Main Dish -

A

白身魚のポアレ 野菜のベニエ バジル香るトマトソース
Pan fried white fish with vegetables fritter,
and basil flavored tomato sauce

B

オマール海老とホタテ貝のソテー アメリケーヌソース 温野菜添え（＋￥550）
Sautéed scallop and Maine lobster American sauce（add 550 yen）

C
D

合鴨胸肉ロースト 温野菜添え ナッツペ－ストとマデラソース
Roasted duck madeira sauce with nut paste and hot vegetables
牛ヒレ肉のソテー 山葵風味の和風ソース 温野菜添え（＋￥1,210 ）
Sauteed fillet of beef Japanese sauce WASABI flavor（add 1,210 yen）

- Dessert -

A
B
C

さくらんぼのクラフティ フルーツ添え
Cherry clafoutis with fresh fruits
ホワイトチョコレートとブラッドオレンジのムース（＋￥200）
White chocolate and blood orange mousse（add 200 yen）
アイスクリームとシャーベットの盛り合わせ
Assorted ice cream and sherbet

コーヒーまたは紅茶
Coffee or Tea
表示料金に、サービス料 10％を加算させていただきます。
( ) 内は優待料金でございます。国際文化会館会員に適用されます。
当レストランは国産米を使用しています。メニュー内容については変更になる場合がございます。
食材によるアレルギーのあるお客様は、あらかじめスタッフにお申し付けください。
写真はイメージです。

A 10% service charge will be added to the price for each item.
Special prices are applicable for IHJ members.
We use domestically produced rice. Items may change without any prior notice.
Should you have any food allergies or special dietary requirements, please notify us beforehand.
Photos are for illustrative purposes.

