Food Menu

2017 冬

ディナーコース

旬コース ｜Seasonal Course｜ ¥ 6,800
～旬の素材を集めたスタンダードコース～
【前 菜】
Appetizer

季節 の 前菜二種
2 kinds of seasonal appetizer

【造 里】
Sashimi

鮮魚 の カルパッチョ 有機リーフとともに
Today’s fish and organic leaf “Carpaccio”

【御 椀】
Soup

帆立 と 春菊 の 真丈
Japanese soup, scallop fish ball

【逸 品】
Seafood

魚介 の 一皿 本日の素材をシェフのインスピレーションで
Today’s fresh fish dish of the chef’s inspiration

【炭 火】
Main dish

イベリコ豚 と 有機野菜 の 炭火焼き
Charcoal grilled Iberian pork and vegetables

【食 事】
Rice

牡蠣 の 釜飯 香の物 味噌汁
Oyster Iron-pot rice, pickles and miso soup

【甘 味】
Dessert

本日 の デザート
Today’s dessert

春秋コース ｜Shunju Course｜ ¥ 8,500
～和牛炭火焼きをメインとした一番人気のコース～
【前 菜】
Appetizer

季節 の 前菜二種
2 kinds of seasonal appetizer

【造 里】
Sashimi

お造り四種盛り合わせ
4 kinds of assorted fresh sashimi

【御 椀】
Soup

帆立 と 春菊 の 真丈
Japanese soup, scallop fish ball

【逸 品】
Seafood

魚介 の 逸品 選りすぐりの素材をシェフのインスピレーションで
Today’s fresh fish dish of the chef’s inspiration

【炭 火】
Main dish

黒毛和牛 と 有機野菜 の 炭火焼き
Charcoal grilled Japanese beef and vegetables

【食 事】
Rice

ずわい蟹 の 釜飯 香の物 味噌汁
Snow crab Iron-pot rice, pickles and miso soup

【甘 味】
Dessert

デザートプレート
Today’s assorted dessert



コースメニューは一 例 です。入 荷により素 材 、調 理 法 が変 更 になる場 合 もございます。



料 金 には消 費 税 が含 まれております。



コース料 理 オーダーの場 合 は、チャージは頂 戴 しておりません。

2017 Winter Dinner Course
厳選素材コース ｜Special Course｜ ¥ 11,800
～シェフが素材選びから拘った特別コース～

季節 の 前菜三種
3 kinds of seasonal appetizer, selected by our chef

【前 菜】
Appetizer

シェフ厳選

【造 里】
Sashimi

お造り五種盛り合わせ
5 kinds of assorted fresh sashimi

【御 椀】
Soup

甘鯛 と 蕪
Japanese soup, tilefish and turnip

【逸 品】
Seafood

伊勢海老 唐墨玉素焼き
Fried spiny lobster with mullet roe and egg yolk

【炭 火】
Main dish

A5 山形牛 の 炭火焼き 農園野菜を添 えて
Charcoal grilled A5 YAMAGATA beef and vegetables

【食 事】
Rice

金目鯛 の 釜飯 香の物 味噌汁
Splendid alfonsino Iron-pot rice, pickles and miso soup

【甘 味】
Dessert

スペシャルデザート
Today’s special dessert

野菜コース｜Vege. Course｜ ¥ 6,800 / ¥ 8,500
＜肉 ・魚 介 ・出汁 は使 用 せず、乳 製 品 ・玉 子 を用 いた￥6,800 コースの一 例 ＞
No meat and fish, but we use dairy products and eggs

【前 菜】
Appetizer

燻製野菜
Smoked vegetables

【造り変り】

生湯葉
Fresh soymilk skin sashimi

Arranged Sashimi

【野 菜】
Fried

野菜 の 揚げニョッキ
Deep fried vegetable gnocchi

【逸 品】
Special

冬野菜 の 天麩羅
Winter vegetables tempura

【炭 火】
Main dish

農園野菜 の 炭火焼き
Charcoal grilled vegetables

【食 事】
Rice

ベジロール 味噌汁
Vegetable rolled sushi, miso soup

【甘 味】
Dessert

デザート
Today’s dessert





The above course menu is an example and the ingredients and cooking method might be
changed depending on dayly stock of ingredients .
The prices include 8% of consumption tax.
We do not charge the table charge for the course menu.

畑から届く、春秋の野菜料理
Vegetable Dishes
農園葉野菜サラダ

寒鯖の炙りシーザーサラダ

Green Salad

Caesar Salad

organic greens, white balsamic vinegar

with broiled mackerel

有機リーフ、白バルサミコ

炙り〆鯖と葉野菜にたっぷりのパルミジャーノチーズを振りかけて

¥ 980

¥ 1,800

冬野菜と魚介の香味サラダ

農園野菜と燻製ブリのサラダ

Seafood Salad

Organic Vegetables & Smoked Yellowtail Salad

with winter vegetables and potherb

smoked with cherry tree tip

セリ、パクチーなどの香り野菜をナンプラー入りのドレッシングで

桜チップで燻したブリをサラダ仕立てに

¥ 1,500

¥ 1,480

燻製旬野菜

帆立レアグリルと林檎のサラダ

Smoked Vegetables

Rare Grilled Scallop and Apple Salad

with salt and anchovy mayonnaise

KAWADA farm organic vegetables

アンチョビマヨネーズと天然塩で

果実酢を効かせ、さっぱりと

¥ 1,280

¥ 1,300

自家製豆腐
Original Tofu made with 100% Ehime soy beans
温豆腐
Freshly Curdled Warm Tofu

造りたて厚揚げ豆腐
Deep Fried Tofu

rich and creamy freshly made tofu

we make them one by one carefully after we take the order

造りたてそのままの味わい、薬味(葱・生姜・塩)はお好みで

オーダー後、一人前ずつ丁寧に仕上げます

¥ 1,300

¥ 980

生湯葉

升豆腐

(１名様用)

Fresh Soymilk Skin

Plain Tofu

with wasabi and KANEIWA soy sauce from Wakayama

put in a wooden container to cool it

山葵と和歌山のカネイワ醤油でどうぞ

升の器に入った、自家製冷製豆腐

¥ 1,290

¥ 480



料 金 は税 込 み表 示 となっております。



ディナータイムは、別 途 １０％のサービス料 を頂 戴 しております。



アラカルトの御 客 様 には先 附 ￥800 をご提 供 しております。（コース御 注 文 の際 は頂 戴 しておりません）

春秋の逸品
Shunju Style
鱈白子のソテー

金目鯛のかぶら蒸し

Sautéed Codfish Soft Roe

唐墨餡かけ

Steamed Alfonsino

with soy sauce and butter

with grated turnip

焦がしバター醤油で仕上げた白子ソテーを蕪のすり流しと共に

昆布で巻き、かぶら蒸しにすることで金目鯛の旨味を閉じ込めました

¥ 1,680

¥ 1,890

仔羊のロースト

紅玉とウスターソース

わわ菜のグリル

Roasted Lamb

ずわい蟹ソース

Grilled Chinese Cabbage

with apple and Worcester sauce

with snow crab sauce

漬け込んだ仔羊のスペアリブを香ばしく焼き上げました

甘く柔らかい”わわさい“を強火でグリルし、蟹味噌のソースで

¥ 2,500

¥ 1,800

野菜の揚げニョッキ

伊勢海老の唐墨玉素焼き

Deep Fried Vegetable Gnocchi

Fried Spiny Lobster

please ask today’s sauce

with mullet roe and egg yolk

ソースはスタッフまでお尋ねください

生からすみ入りの玉素をのせ焼き上げます

¥ 1,400

¥ 3,800

生麩の牡蠣味噌田楽焼き
Baked Wheat Gluten
with oyster miso
アオサを練り込んだ自家製生麩に旨みたっぷりの牡蠣味噌を合せて

¥ 1,200

春秋の定番
Regular Dish
本日の春秋コロッケ
Today’s Croquette

南部鶏の地たまご焼き
Southern Chicken Egg Omelet

please ask staff

Japanese style omelet

スタッフまでお尋ねください

和風オムレツスタイル

3 pcs ¥ 990

¥ 930

伊達鶏の唐揚げ

じゃこ葱豆腐

Deep fried Chicken

Tofu with Fried Young Sardines

with homemade miso dip

with chopped spring onion

特製味噌ディップを添えて

熱々のじゃこ葱をかけて仕上げます

1/4 Whole ¥ 1,680 / Additional 1pc. ¥ 420

¥ 980

 A table charge of 800 yen charged for a la carte menu.
 Prices include 8% of consumption tax.
 10% service charge will be also added on the total amount of the bill
for the dinner time.

炭火焼き
Charcoal Grilled
山形牛 サーロイン

120ｇ

黒毛和牛

120ｇ

Prime YAMAGATA Beef Sirloin

Japanese Black Beef, the best beef of our choice

A5 ランクの霜降り肉

春秋セレクト

¥ 4,200

¥ 3,360

比内地鶏

120ｇ

知覧鶏の黒焼き

150ｇ

HINAI Chicken from Akita

CHIRAN Chicken from Kagoshima

余分な脂肪がなく、適度な歯応えと風味をもつ地鶏です

しっかりとした肉質で味わい深い鶏肉を、炭火で直火焼きに

¥ 1,780

¥ 1,200

イベリコ豚 ベジョータ

120ｇ

霧島豚

120ｇ

Iberian Pork BELLOTA from Spain

KIRISHIMA Pork from Miyazaki

ベジョータとは、ドングリを多く摂取した、良質なイベリコ豚の称号

肉質はきめ細かく柔らか、適度な脂肪もジューシーで旨味が深い

¥ 2,940

¥ 1,520

合鴨と鶏のつくね

２本付け

Duck and Chicken mixed Meatballs

本日入荷野菜の炭火焼き 盛り合わせ
Today’s Charcoal Grilled Vegetables

with poached egg & teriyaki flavor sauce

KAWADA farm organic vegetables

温泉玉子と詰めダレを添えて

川田農園のオーガニック野菜を中心に

¥ 1,050

¥ 1,300

For Wine and Sake Lovers
ワインや日本酒に合わせてお愉しみ頂く粋な一皿

チーズと生ハムの盛合せ
Cheese and Prosciutto

日本酒の肴に 珍味の盛り合わせ
Japanese Delicacies, recommended with Japanese sake

フェルミエから届けられるチーズ数種と、パルマ産プロシュート

日本酒や焼酎の肴に

¥ 2,580

¥ 1,680

チーズの味噌漬け
Cream Cheese marinated in miso

豆腐の味噌漬け
Tofu marinated in miso

¥ 840

¥ 950

たたみいわし

自家製からすみ

Dried Sardine Chips

Mullet Roe

¥ 1,050

¥ 1,580

へしこ炙り

チャンジャー

Salted Mackerel, marinated in rice bran

Korean Spicy Salted Cod Stomach

¥ 950

¥ 950

釜ご飯
Pot Rice

１合炊き

150ｇ of steamed rice

Shunju specialty. We cook the pot rice one by one after we take your order. (It takes 30minutes to cook)

金目鯛と白菜の釜飯
Alfonsino and Chinese Cabbage

炭火焼きニシンと数の子の釜飯
Broiled Herring and Herring Roe

白菜の甘味と金目鯛の旨みが凝縮しています

炭火で香ばしく焼いたニシンに、数の子を合せました

¥ 1,900

¥ 1,900

真鯛の釜飯

甘海老の黄身醤油和え釜飯

Broiled Sea Bream

Northern Shrimp

炭火で焼いた天然真鯛を酢橘で

南部地鶏の卵黄と天然醤油で和えた甘海老を茶飯とともに

¥ 1,600

¥ 1,800

炊き立て銀シャリ釜飯 ¥ 880
Plane Rice (with topping)

ずわい蟹の洋風釜飯

鮭ハラス幽庵焼き
生からすみ
炙り明太子

Broiled smoked-salmon
Fresh mullet roe
Spicy cod roe

Snow Crab with Smoked Butter
燻製した蟹味噌バターを入れて、洋風に炊き上げます

+ ¥ 450
+ ¥ 850
+ ¥ 650

¥ 2,100



釜 ご飯 は、オーダー毎 に炊 き上げる為 、お時 間 を頂 戴 致 します。



当 店 の米 料 理 は、国 産 米 を使用 しております。

食事
Rice & Noodles
鯛茶漬け

お茶漬け

Rice in Broth with Sea Bream

Rice in Broth with choices

marinated sea bream with kelp

choice of Plum, Seaweed or Salmon

昆布〆真鯛、熱々の出汁、山葵

梅、あおさ、鮭 よりお選び下さい

¥ 1,200

各 ¥ 840

稲庭うどん

秋田県・佐藤養助本店より

梅じゃこむすび

１人前２ヶ

Cold Udon Noodles, from Akita

Rice Balls with Plum and Young Sardines

¥ 960

2 pcs ¥ 840

味噌汁

漬物

Miso Soup

Japanese Pickles

¥ 300

¥ 630

≪デザート・コーヒーは、別途メニューをご用意しております。スタッフまでお申し付け下さいませ。≫
We have menu for the dessert, coffee and all other after-dinner drinks. Please ask your server.

