
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 ―

￥9,000  　　　         ￥8,100Member only price

JRホテルメンバーズ
会員様価格

ムニュ サンテ ～新緑～

季節の食材にこだわったフレンチディナーSanté

※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 ―

季節のリゾット　― Seasonal Risotto ―

季節の前菜　― Seasonal Appetizer ―

季節野菜のポタージュ　― Seasonal Vegetable Potage Soup ―

メインディッシュ　― Main dish ―
高知県宿毛湾直送 本日の魚料理

Fish of the Day, Shipped Fresh from sukumo Bay, Kochi

仔牛のロティと季節のお野菜

Roast Veal with Seasonal Vegetables

又は or

又は or

国産牛サーロインのグリル（80g）
Grilled Japanese Beef Sirloin Steak   ( additional 1,210 yen )

+1,210円

フランス産鴨肉のロティ カシス風味の赤ワインソース

Roasted French Duck Meat, Served with Cassis-Flavored Red Wine Sauce

又は or

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 ―

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

￥12,000                       ￥10,800Member only price

JRホテルメンバーズ
会員様価格

Gourmand

※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 ―

ムニュ グルマン ～王道～

王道・定番の本格フレンチコース

冷前菜　― Cold appetizers ―
マグロのタルタル ～ contraste ～

Tuna Tartar — contraste

パテ・アン・クルート ～マファソン～

Pâté en Croûte —  A ma façon

自家製コンソメスープ　― Housemade Consommé Soup ―

肉料理　― Meat dish ―
国産牛のグリル 季節の野菜添え 赤ワインソース

Grilled Japanese Beef, Served with Seasonal Vegetables and Red Wine  Sauce

Foie Gras can be added ( additional 1,210 yen )

+1,210円で、メイン料理をグレードアップ フォアグラ添え追加

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

Half a Canadian Homard Lobster can be added ( 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.



Etoile Brillon
ムニュ エトワール ブリヨン ～閃光～

厳選された食材でシェフのスペシャリテを集結

￥15,000　　　            ￥13,500Member only price

JRホテルメンバーズ
会員様価格

※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.

アミューズ・ブーシュ　― Appetizers ―

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

デザート　― Dessert ―

魚料理　― Fish dish ―
鮑とアスパラガス ～キャビア入りシャンパンソース～

Abalone and Asparagus — Champagne Sauce with Caviar

冷前菜　― Cold appetizers ―
マグロのタルタル ～ contraste ～

Tuna Tartar — contraste

温前菜　― Hot appetizers ―
フランス産鴨肉の瞬間燻製 ～香りを閉じ込めて～

Instant Smoked French Duck Meat — Capturing the Savory Flavor
魚介類のパナシェ マリニエール風 ～イエルバス・イビセンカンス・ラマ～

Marinière-Style Seafood Panache — Hierbas Ibicencas Rama

自家製コンソメスープ　― Housemade Consommé Soup ―

肉料理　― Meat dish ―
牛肉のデグネリゾン ～ 2 種類の牛肉を一皿で堪能～

Beef Déclinaison - Two Varieties of Beef on One Plate

Foie Gras can be added ( additional 1,210 yen )

+1,210円で、メイン料理をグレードアップ フォアグラ添え追加

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


