Lunch
2,300 円 ( 税別 )

前菜 / お肉料理 / デセール・食後のお飲み物

Lunch Cource
3,500 円 ( 税別 )

アミューズ / オードヴル / お魚料理 / お肉料理 /
デセール / 食後のお飲み物 / 小菓子

5,000 円 ( 税別 )

アミューズ / オードヴル / お魚料理 / お肉料理 /
デセール / 食後のお飲み物 / 小菓子

JPY2,300 ＋tax

Hors dʼoeuvre, Meat Dish, Dessert, Coﬀee or Tea.

JPY3,500 ＋tax

Amuse-Bouche,Hors dʼoeuvre, Fish Plate
Meat Dish, Dessert, Mignardises & Coﬀee or tea.

JPY5,000 + tax

Amuse-Bouche,Hors dʼoeuvre,

Fish Plate, Meat Dish, Dessert, Mignardises & Coﬀee or tea.

Dinner Cource
旬の食材を使ったフルコース

8,000 円 /10,000 円 /13,000 円 ( 税・サ別 )

アミューズ /2 ～ 4 オードヴル / お魚料理 / お肉料理 /
デセール / 食後のお飲み物 / 小菓子
・JPY 8,000 ＋tax and 8% service charge
・JPY10,000 ＋tax and 8% service charge
・JPY13,000 ＋tax and 8% service charge
Amuse-Bouche,2 ～ 4 plates of Hors dʼoeuvres, Fish Plate

Meat Dish, Dessert, Mignardises & Coﬀee or tea.

・食材のアレルギーやお身体に合わない食材がございましたらご予約時にお申し付けください。
・メニューは月替りです。1 ヶ月に複数来店される場合はメニューが重複する事もございます。
・お料理やお酒の繊細な香りをお愉しみ頂くため、香りの強い香水や整髪料はご遠慮ください
・ご予約、ご予約のご変更やキャンセルのご依頼はお電話のみで承っております。
定休日や営業時間中は電話に出られない場合がございます。
後日営業日にお掛け直しいたしますので、留守番電話にお名前とご連絡先をお話しください。
・ご予約日の数日前より食材の仕入れ・調理の準備をするものもあります。ご変更やキャンセルの
際は出来るだけお早めのご連絡をお願いいたします。
ご予約日前日より、キャンセル料が発生致します。
前日のキャンセルは料理代金の 50%、当日のキャンセルは料理代金の 100% を頂戴致します。

・Please let us know at the time of reservation if you have any food allergies or
any food that does not agree with you.
・The menu changes monthly. In the case that you visit the restaurant multiple times
in the same month, the menu may repeat.
・Please refrain from wearing strong perfume or hair tonic
in order to enjoy the delicate aromas of our cuisine and liquors.
・Since some ingredients are prepared more than a few days before the date of reservation and
we cook carefully the valued ingredients that our growers produced for us,
we appreciate you to contact us as soon as possible of any change or cancellation.
50% payment of the meal will be charged when you cancelled on the day before the reservation date.
100% payment of the meal will be charged when you cancelled on the reservation date or No show.

