
食後のお飲み物　― Aftermeal drink ― 
コーヒー・エスプレッソ・紅茶・ハーブティー

Coffee, Espresso, Tea or Herb tea

アミューズ・ブーシュ　― Appetizers ―
前菜盛合せ

Amuse bouche: A welcoming mini-appetizer

冷前菜　― Cold appetizers ―
鱈のブランダードと野菜のクリュディテ 生ハムサラダ添え

Cod Brandade and Vegetable Crudités, Served with Cured Ham Salad

￥9,000  　　　         ￥8,100Member only price

JRホテルメンバーズ
会員様価格

セゾン
四季折々の素材の恵みを味わうコース

季節野菜のスープ　―  Seasonal Vegetable Soup ―

LaSaison

温前菜　― Hot appetizers ―
季節のリゾット   Seasonal Risotto

※表示価格には税金及び、サービス料１０％が含まれております。  ※料理内容は仕入れにより変更させていただきます。

*The prices include 10% service charge and taxes.　*The menu is subject to change according to availability.

デザート　― Dessert ―

又は or

魚料理　― Fish dish ―
高知県宿毛湾直送 本日の魚料理 クレームドコキヤージュ

Creme de Coquillage with Fish Shipped Fresh from Sukumo Bay, Kochi

肉料理　― Meat dish ―
[ 1・2 月] 塩麹でマリネした仔牛のブランケット

[Jan. / Feb.] Blanquette de Veau Marinated with Salted Rice Malt
[ 3 月] 仔羊のトマト煮込み ～プランタニエール～

[ Mar.] Lamb Tomato Stew - Printanière
国産牛サーロインのグリル（80g） マスタードソース

Grilled Japanese Beef Sirloin Steak with Mustard Sauce  ( additional 1,210 yen )

+1,210円で、メイン料理をグレードアップ

Muslim friendly menus are reservation only. Please make your reservation a minimum of 4day in advance of your preferred date.



アミューズ・ブーシュ　― Appetizers ―
前菜盛合せ

Amuse bouche: A welcoming mini-appetizer　

食後のお飲み物　― Aftermeal drink ― 
コーヒー・エスプレッソ・紅茶・ハーブティー

Coffee, Espresso, Tea or Herb tea

冷前菜　― Cold appetizers ―
鹿児島県～海の恵み～ パルフェ仕立て キャビア添え

Succulent Seafood from Kagoshima - Parfait Style, Served with Caviar

パテ・アン・クルート ～フォレスティエール風～

Pâté en croûte forestier

￥12,000                       ￥10,800Member only price

JRホテルメンバーズ
会員様価格

ルコマンデ

季節野菜のヴルーテ　― Seasonal Vegetable Velouté ―

フランス料理の定番メニューを味わえるコースRecommandé

※表示価格には税金及び、サービス料１０％が含まれております。  ※料理内容は仕入れにより変更させていただきます。

*The prices include 10% service charge and taxes.　*The menu is subject to change according to availability.

デザート　― Dessert ―

肉料理　― Meat dish ―
国産牛フィレ肉のグリル 赤ワインソース

Grilled Beef Fillet, Served with Red Wine Sauce

Grilled Japanese Beef Fillet, Served with Foie Gras and Red Wine Sauce
( additional 1,210 yen )

フォアグラ添え追加+1,210円で、メイン料理をグレードアップ

魚料理　― Fish dish ―
カナダ産オマール海老のブイヤベース仕立て

Canadian Homard Lobster (Half), Served in Bouillabaisse
カナダ産オマール海老半身追加

Can be changed to whole Canadian Homard Lobster ( additional 1,210 yen )

+1,210円で、メイン料理をグレードアップ

Muslim friendly menus are reservation only. Please make your reservation a minimum of 4day in advance of your preferred date.



LeFleuve
フルーヴディナー
旬食材を味わう季節限定コース

冷前菜　― Cold appetizers ―
鹿児島県～海の恵み～ パルフェ仕立て キャビア添え

Succulent Seafood from Kagoshima - Parfait Style, Served with Caviar

￥16,000　　　            ￥14,400Member only price

JRホテルメンバーズ
会員様価格

温前菜　― Hot appetizers ―
ズワイガニのラヴィオリ 黄金色の命のフォン

Snow Crab Ravioli in Golden Fond
鹿児島県～大地の恵み～ 国産ジビエのパテショー

Sustenance from Kagoshima -  Pate Chaud with Japanese Gibier

食後のお飲み物　― Aftermeal drink ― 
コーヒー・エスプレッソ・紅茶・ハーブティー

Coffee, Espresso, Tea or Herb tea

魚料理　― Fish dish ―
アンコウのロティ サフラン香るクリームソース

Roasted Anglerfish with Saffron-Flavored Cream Sauce

アミューズ・ブーシュ　― Appetizers ―
前菜盛合せ

Amuse bouche: A welcoming mini-appetizer

季節野菜のヴルーテ　― Seasonal Vegetable Velouté ―

※表示価格には税金及び、サービス料１０％が含まれております。  ※料理内容は仕入れにより変更させていただきます。

*The prices include 10% service charge and taxes.　*The menu is subject to change according to availability.

デザート　― Dessert ―

肉料理　― Meat dish ―
鹿児島県産「パンタード」のフリカッセ フォアグラ添え ～イエルバス・イビセンカンス・ラマ～

Kagoshima Guinea fowl Fricassee  served with Foie Gras
鹿児島県産 黒毛和牛フィレ肉のロッシーニ

Sauteed Kagoshima Black Beef Filet with Foie Gras, Rossini-Style
( additional 1,815 yen )

+1,815円で、メイン料理をグレードアップ

Muslim friendly menus are reservation only. Please make your reservation a minimum of 4day in advance of your preferred date.


