
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



  
おまかせ ～Course Menu～ 
 

デイナーコース｜SHUNJU｜―――  ¥7,900 
Dinner Course Shunju / 8 dishes including Seasonal Fish and Charcoal Grilled Iberico Pork 

| 前菜 |   季節の前菜盛り合わせ 
Assorted appetizers 

| 造り |   海藻を使った春秋風カルパッチョ 

Fresh fish carpaccio with seaweed and soy sauce dressing 

|  椀  |   蛤真丈の椀 
Clam dumpling bowl dish 

| 逸品 |   冷たい空豆餅 ぶぶあられ添え 
Broad bean rice cake with cubic rice crackers 

| 魚介 |   産地直送 鮮魚の一皿 
Today’s fish plate 

| 炭火 |   スペイン産 イベリコ豚の炭火焼き 
Charcoal grilled Iberico pork 

| 食事 |   桜海老とふき味噌の鉄釜飯 / 香の物・味噌椀 
Iron-pot rice with sakura shrimp and butterbur and miso - Miso soup and pickles 

| 食後 |   季節のデザート 
Seasonal Dessert 

 

デイナーコース｜TSUGIHAGI｜――            ¥9,900 
Dinner Course TSUGIHAGI / 8 Dishes including Charcoal Grilled Beef, Sashimi and Seasonal Fish 

| 前菜 |   季節の前菜盛り合わせ 
Assorted appetizers 

| 造り |   お造り 5 種の盛り合わせ 
Assorted sashimi 

|  椀  |   蛤真丈の椀 
Clam dumpling bowl dish 

| 逸品 |   冷たい空豆餅 ぶぶあられ添え 
Broad bean rice cake with cubic rice crackers 

| 魚介 |   シェフのインスピレーションで直送鮮魚の逸品 
Today’s fish plate 

| 炭火 |   和牛ランプの炭火焼き 
Charcoal grilled Japanese beef rump 

| 食事 |   鰆と有明海苔の鉄釜飯 / 香の物・味噌椀 
Iron-pot rice with Spanish mackerel and toasted seaweed - Miso soup and pickles 

| 食後 |   季節のデザート盛り合わせ 
Assorted seasonal dessert 



 

 

 

 

デイナーコース｜ CHEF SPECIAL｜― 
¥14,800 

Dinner Course Chef Special 
Special 9 Dishes including Charcoal grilled Wagyu beef, Spiny lobster and abalone 

 
 

| 先付 |   季節の前菜盛り合わせ 
Assorted appetizers 

 

| 造り |   高知県与力水産 直送鮮魚のお造り 

Assorted sashimi 
 

|  椀  |   蕎麦搔き蟹饅頭の椀 
Buckwheat and crab dumpling bowl dish 

 

| 逸品 |   フォアグラ茶碗蒸し 
Steamed egg custard with foie gras 

 

| 魚介 |   伊勢海老の唐墨焼き 
Grilled spiny lobster with dried mullet roe 

 

| 箸休 |   季節のグラニテ 
Seasonal granite 

             

| 炭火 |   特選和牛サーロインの炭火焼き 
Charcoal grilled “WAGYU” beef sirloin 

 

| 食事 |   蒸し鮑の鉄釜飯 肝醤油添え 
香の物・味噌椀 
Iron-pot rice with steamed abalone and liver with soy sauce 
Miso soup and pickles 
 

| 食後 |   パティシエより スペシャルデザート 
Chef’s special dessert 

 

 

 

＊おまかせコースは二名さまより承ります。  

＊上記メニューは一例です。入荷により内容が変更になる場合がございます。 

＊ご予約の際、苦手な素材がございましたらアレンジ致しますのでご相談下さい。 

               またビジネスの会食や記念日などお知らせ頂ければ演出のお手伝いをさせて頂きます。 

＊料金は税込み表記でございます。 

＊当店にてお召し上がり頂いているお米は、国産特選米です。 

 

 



     
▮ 畑から ▮ Salad and Vegetables 

 

春秋ではスタッフがよく畑に赴きます。今、どの野菜が「美味しく出せるか。」 

作物、生産者と密に語らい、日本各地の生命力溢れる野菜を届けて頂いています。 

 

農園サラダ                                                                               1,150 

栃木県益子「川田農園」から直送野菜 さっぱりホワイトバルサミコで。 

Green salad, white wine vinegar dressing     

 

和牛干し肉と葉野菜のサラダ                                                                                                                                                          1,550 

牛脂を使ったドレッシングで和牛の旨味たっぷりのサラダに。 

Dried beef with leaf vegetables salad 

 

春野菜の天麩羅                                                                                                                                                1,600 

季節の野菜をカラッと揚げます。塩とレモンでお召し上がりください。 

Vegetables TEMPURA 

 

 

 

 

▮ ツギハギの豆腐 ▮ Tofu 

 

甘味と旨味を併せ持つ濃厚無調整豆乳、沖縄の海からの天然にがりで造る豆腐。 

 

汲み上げ豆腐                                                                                                         1,100 
造りたての冷製豆腐。和歌山の天然醤油と生姜でシンプルに 

Plain Tofu 

 

揚げたて 豆腐カツ                                                                                               1,200 
自家製の凍り豆腐をジューシーなフライに。 
Breaded Tofu cutlet 

 

じゃこ葱豆腐                                                                           1,350 
自家製豆腐に胡麻油で香ばしく仕上げた高菜とじゃこをかけて 

Tofu with roasted young sardines, leaf mustard and sesame oil 

 

生湯葉 出汁ジュレかけ                                          お一人様分 680 
濃厚でとろける食感 鰹出汁のジュレと共に 
Fresh soymilk skin 

 
 
 



 
 
 
 
 

▮ 炭火焼き ▮ Charcoal Grilled  
 

紀州備長炭とミネラルたっぷりの天然塩で焼き上げます。 

素材を活かしきる、最もシンプルな調理方です。 

各地から届いた旬の有機野菜を添えて… 
 

 

セレクト黒毛和牛 ※産地、部位はスタッフまでお問い合わせ下さい                                 120g   4,200 

日本の各地より届けられる牛の中から一番状態の良い肉をご用意致します。 

Charcoal grilled Tsugihagi serect Japanese beef 

 

黒毛和牛サーロイン                                                                                            120g   6,300 

きめ細かい霜降り。上質な甘味をお楽しみください 

               Charcoal grilled “WAGYU” beef sirloin 
 

 

愛媛甘とろ豚                                                                                                                                                                                            120g   2,000 

口どけの良い脂のブランド豚 

Charcoal grilled “AMATORO” pork from Ehime, Japan 

 

スペイン産 イベリコ豚                                                                                                                        120g   3,000 

炭火でじっくり焼き上げ、豚の味を引き出します 

Charcoal grilled Iberian pork from Spain 

 
 

鴨と鶏のつくね                                                                                 150g   1,400 

甘ダレをからめ、大根おろしと温泉玉子を添えて 

Charcoal grilled Tsukune (Minced chicken and duck meatball） 

 

伊達鶏                                                                                               150g  2,100 

阿武隈山脈の西、伊達地方の銘柄鶏 

Charcoal grilled “Date” chicken from Fukushima, Japan 

 
 

本日の鮮魚の炭火焼き  ※詳しくは別紙おすすめメニューをご覧ください。    

直送される鮮魚を炭火で香ばしく焼き上げます 

Charcoal grilled fish 

 

＊アラカルトのお客様には、お１人様１品、「本日の先付け」（￥900）をお召し上がり頂いております。 

＊料金は税込み表記でございます。 
   

For customers ordering individual dishes, there is a cover charge of 900yen which includes a small appetizer of the day. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

▮ 逸品 ▮ Shunju Style 

 

ツギハギのアラカルト  

旬の素材料理から定番まで。 

 

茨城県産 奥
お く

久慈卵
く じ ら ん

のたまご焼き                                       1,300 
ふんわり仕上げた、和風オムレツスタイル 

Japanese style omelet 

 

 鳥取県産 大山鶏の“山わさび味噌漬け” グリル                                                                                 1,500 
山わさび味噌で爽やかに漬け込み、しっとりと焼き上げます。 

Grilled chicken preserved in miso and horseradish 

 

メバルと旬の貝 吟醸蒸し小鍋                                                                                                          2,150 
 日本酒の香り、貝の旨味を引き出した逸品です。 

Sake-steamed rockfish and shellfish 

 

伊達鶏の唐揚げ 特製味噌ディップ添え                                                                                     4 Pcs     2,720 

            骨付き肉を調理します。                                                                                   1 Pcs                        680 

Fried chicken with homemade miso dip    

 

 ラムシャンク “ストウブ” ポン酢煮込み                                                                                            2,850 
仔羊のスネ肉を時間をかけ柔らかく仕上げました。自家製の辛子と共に。 
Stewed lamb shank with ponzu sauce 

 

 

 
＊アラカルトのお客様には、お１人様１品、「本日の先付け」（￥900）をお召し上がり頂いております。 

＊料金は税込み表記でございます。 
  

For customers ordering individual dishes, there is a cover charge of 900yen which includes a small appetizer of the day. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

▮ ツギハギの飯 ▮ Rice and Noodles 
 

｜鉄釜飯｜◇２～３名様でどうぞ。 Iron Pot Rice, 1 Pot For 2-3 People 
 
秋田県仙北市角館産は米作りに適した気候と奥羽山脈の肥沃な山土と清らかな水が流れる耕地です。 

もちもちとした国産特選米を、素材にあわせた出汁で一釜ずつ丁寧に炊き上げます。 
 

ご注文をお受けしてから炊き上げますので、３０分程度お時間を頂戴します。 

It takes about 30 minutes to cook 
 

釜揚げしらすの鉄釜飯                                                           1,800 

Boiled young sardines 

桜海老とふき味噌の鉄釜飯                                                                2,100 

Sakura shrimp and Japanese butterbur and miso 

イベリコ豚の白ワイン煮 洋風鉄釜飯                                                                2,250 

Iberian pork cooked in white wine   

鰆と有明海苔の鉄釜飯                                                               2,500 

Spanish mackerel and toasted seaweed 

煮込み和牛と新玉葱キムチの鉄釜飯                                                                        2,850 

Stewed Japanese beef and onion kimchi 

｜食事｜ 

梅とじゃこのおにぎり                                                                                                                                    2Pcs   900 

Rice ball with Japanese plum and young sardines 

～香川県より～ “讃岐 冷やしかけうどん”                                               1,000 

Cold Udon noodles (thick white noodles) 

味噌汁 ～鹿児島県産 青さのり～                                         350 

Miso soup 

漬物 ～自家製の糠漬け～                                          500 

Japanese pickles 

Steamed rice / ¥320 
 
 

＊別途デザートメニューもございます。お食事後に是非召しあがり下さい。 
We also have a Dessert menu, Please ask your server 


