7 Course Degustation

Prix fixe Course

6500 yen

4800 yen

with wine pairing ( 5 glasses )

前菜・メインディッシュ・デザートをお選び下さい

+4500 yen

Entrée

Natural oyster, shucked to order, lemon
フレッシュオイスター

Seasonal vegetable salad
eggplant paste, broccoli, baby corn, couscous, red paprika, Okra
季節野菜のサラダ

レモン

OR
Natural oyster, Osetra caviar, Amazake cream ( +300 yen )
フレッシュオイスター
キャビア

ブロッコリー

-------------------

ワサビトビコと大葉のラビゴット

Raw Tasmanian salmon with avocado cream
wasabi tobiko and Ohba leaves ravigote, cucumber, tomato jelly
タスマニア産サーモンのカルパッチョとアボカドクリーム
きゅうり

ゴールドラッシュ

タルト

Additional menu
(+800 yen）

ブリオッシュ

メークインのコンフィ

Roasted snapper with Gazpacho sauce
feta cheese, pickled ginger, curry powder
真鯛のロースト ガスパチョのソース
ミョウガのピクルス

カレースパイス

--------------------

ヴィクトリア産オコナービーフ

フィレ

レッドワインソース

OR
Black Diamond, Wagyu flat iron, Queensland, Toowoomba
mash potatoes, roasted mushrooms, truffle sauce ( +1200 yen )

Aussie beef broth Ochazuke
quell egg, Shiso leaves, chicken broth
肉茶漬け
紫蘇

ミスジ

トリュフソース

--------------------

コンソメ

--------------------

Tiramisu, BunCoffee
ティラミス
バンコーヒー

枝豆

エスニックスープ

ブルーチーズ

パルメザンチーズポレンタ

ほうれん草

ブラックダイアモンド

ポートソース

胡桃

ミニオレンジラミントン
ヌテラ

Coffee or tea

コーヒーまたは紅茶

コリアンダー

ルッコラ

カレースパイス

エシャロットペッパーソース

OR
Wagyu Flat iron, Black Diamond, Queensland, Toowoomba ( +1200 yen )
クイーンズランド産 Wagyu ミスジ

Desserts
Peach soup, rhubarb jelly, sour cream sorbet
桃のスープ
ルバーブゼリー

サワークリームソルベ

Fruit tart, seasonal fruits, custard cream
フルーツタルト
季節のフルーツ

カスタードクリーム

Summer berry pudding, lemon sorbet, raspberry sauce
サマーベリープディング
レモンソルベ

ラズベリーソース

Today’s ice cream & sorbet, seasonal fruit
本日のアイスクリーム＆ソルベ
季節のフルーツ

--------------------

Mini orange lamington, nutella

ペッパーベリー

Rib eye, Pasture fed beef from South Australia
red wine sauce ( +800 yen )
南オーストラリア産牧草牛 リブアイ

牡蠣と牛フィレのキルパトリック仕立て

マッシュルームのロースト

マッシュポテト

マンゴーピュレ

グリーンピース

イチジクのキャラメリゼ

OR
Baked Kilpatrick oyster and filet beef
oyster, worcester sauce, spinach ( +1000 yen )

ウズラの卵

フリーカ

Australian top paddock lamb rack, South Australia, Port Augusta
caramelized fig, blue cheese, walnuts, arugula, curry powder ( +1000 yen )
南オーストラリア産トップパドックラムラック

O’Conner Beef, filet, natural, Victoria, Gippsland
Parmesan cheese polenta, red wine sauce

マッシュポテト

ズワイガニ

Roasted snapper with chickpea tofu
fava beans, green peas, edamame, ethnic soup, coriander
真鯛のローストとひよこ豆豆腐
そら豆

クイーンズランド産“Wagyu”

トマトゼリー

Grilled chicken breast
confit May Queen potatoes, mango purre, port wine sauce, pepper berry
大山鶏胸肉のグリル

---------------------

ウスターソース

きゅうり

Today’s pasta
本日のパスタ

フォアグラのソテー

パルメザンチーズポレンタ

オクラ

Mains

Sautéed Foie gras
American cherry, pepper berry, brioche

オーストラリア産フェタチーズ

赤パプリカ

Slowly cooked red wine beef stew, Austrarian beef cheek meat
tart, mushed potatoes ( +500 yen )
オーストラリア産牛ホホ肉の赤ワイン煮

1 品追加

ペッパーベリー

クスクス

Corn soup served cold, Gold rush, snow crab, freekeh
とうもろこしの冷製スープ

トマトゼリー

---------------------

アメリカンチェリー

ヤングコーン

Raw kingfish, wasabi tobiko and Ohba leaves ravigote, cucumber, tomato jelly
カンパチのカルパッチョ

甘酒クリーム

ワサビトビコと大葉のラビゴット

焼き茄子ペースト

Coffee or Tea

コーヒーまたは紅茶

