Room Service Menu
ルームサーヴィスメニュー

〜最高の料理を最高のお部屋で〜
A Splendid in room dining experience

Terroir HYOGO
兵庫のテロワール 五国の味めぐり

Tajima
但馬

Tamba
丹波

Harima
播磨

Settsu
摂津

Awaji
淡路

Awaji

Tamba

Tajima

Harima

Settsu

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランドが贈る地産地消の旅

「摂津・播磨・但馬・丹波・淡路の味めぐり 五国 冬 フェア」
総 料理 長が自ら兵 庫五国を巡って食 材を探 す地産地消のグルメフェア「兵 庫のテロワール 五国の味めぐり 」。
兵 庫の 伝 統的な農産物や名物食 材を兵 庫県の全 土から厳 選した「 五国の味めぐり 冬フェア」をおこないます。

生産者紹介

但馬

丹波
播磨
摂津

淡路

［太田畜産］太田 克典さん（左）
［太田家］ 太田 哲也さん（右）
最高級の牛を造り上げる太田畜産、そしてその想いを受け取りお客さまのもとへ秀逸な牛肉を届けるのが太田家。
全 9 棟の牛舎で、常時1, 2 0 0頭を肥育し、6 0 0頭を出荷。
人里を離れた小高い山ならではの環境とスタッフの決め細やかなケア、
独自のオリジナル配合 飼料による繁殖から肥育に至るまでの一貫した飼育管理により、
「太田牛」として自信をもって出荷をしています。

［但馬農業高校］

［若男水産株式会社］前田 若男さん

県立但馬農業高校（養父市）は、19 76年に開校した但馬
唯一の農業高校。
もともと、但馬はブロイラー発祥の地で、
当時からブロイラーを生産する人材育成のために鶏舎が
整 備され 、年間を通して出荷してきました。
「但農どり」は
同校のオリジナルブランドで、約18年前に誕生。
「おいしい」との評判が 徐々に広がり、最近では学校祭で
朝一番から行列ができるほどの人気です。

淡路島にあるフグの生産直売店。
自家漁場で3 年をかけて丹精込めて育てる「淡 路島3 年とら
ふぐ」の旨さは全国の生産者も認めています。新たな淡 路島
の名産として試 行 錯 誤 のうえ出来 上がった「淡 路島サクラ
マス」のブランド化にも取り組んでおり、身が 締まり、コリコリ
とした食感は絶品です。

［髙本農場］髙本 知宜さん

［株式会社 嶋本食品］
の皆さま

竹田城下、朝来市和田山町で、稲作を中心に、岩津ねぎや

高級肉と珍重される「黒豚」と「猪」から生まれた猪豚「淡路島

丹波 黒大 豆、丹波大 納言小豆などを栽 培しています。

ポーク」を生産しています。

但馬の美しい水や、空気、栄養豊かな土で育む髙本農場

独自の飼 料を与えながら、一 般の豚に比べて1 . 5から2 倍の

の農産物は、ホテル開業以来、ホテル内のレストランで使用

生育期間を設け、広々としたストレスのかからない環境で育てる

しています。

ことで、脂身が甘くきめが細かいしっかりとした肉質に仕上げ
ています。

食 材紹 介

おおた蔓

香住ガニ

淡路島3年とらふぐ

鰆

母系で何代祖に渡り繋がり続ける優秀な血統
を持つ牛のことを「蔓牛」といい、最高級の牛
を造り上げる太田畜産の繁殖事業として誕生
した名牛。但馬の名血の中で特に産肉能力に
優れた 母牛を保 有し 、種 付けから出 荷まで
1 2 0 0日以 上の月日をかけた太田畜産 生まれ
太田畜産肥育の但馬牛であり神戸ビーフです。

関 西 で は 香 住 漁 港 でしか 水 揚 げされ ない
ベニズワイガニ。水深2 0 0〜4 0 0mに生息する
松葉ガニに対し、5 0 0 〜2 5 0 0 mととても深い
所 に 生 息 。深 海ミネラル が たっぷりの 海 洋
深 層 水で育ったカニは、身が 詰まり、甘 味 が
強く、みずみずしいのが特 徴です。

淡路島が誇るこだわりのブランドふぐ「淡路島
3年とらふぐ」。一般的な養殖のとらふぐは2年
モノで 約 8 0 0 g 。さらに1年をかけて約1 . 2〜
1. 8kgまで大きく育てたのが「淡 路島3 年とら
ふぐ」です。
ミネラル豊富な天然の漁場で養殖されている
ため、身が 締まり味は濃 厚です。

鰆は、4月から5月にかけて産卵のために太平
洋から瀬戸内海に入ります。生まれた稚 魚は
11月頃まで瀬戸内海で成長し、
その後外海へ。
翌春 、再び瀬戸内海に帰ってきます。
身は柔らかく、癖のない上品な白身。そのため
白身魚と思われがちですが、成分 値やサバと
近 縁であることから赤身魚に分 類されます。

但農どり

こしひかり

西脇産金ゴマ

岩津ねぎ

県立但 馬農 業高 校で、生 徒 が 飼育する同校
ブランド「但農どり」。
外気が入る開放型の鶏舎で、通常はヒナから
約50日で出荷するのに対し、80日をかけて育て
るのが 特 徴 。うち5 0日は 広い 場 所に 移して
「平飼い」をして肉質をあげます。

朝来（あさご）市の和田山で必要最 小限度の
農薬使用にこだわって作られる こしひかり は
甘みがあり、
うまみと粘りのバランスがよく、お米
本来の味が愉しめます。
開業当初よりラ・スイートに届けていただいて
いるお米です。

西 脇市 では、
「日本 の へそ」という西 脇市の
知 名度を生かし平成 2 0 年度からゴマ栽 培に
取り組んでいます。ゴマ栽培に関心のある人が
集まり、無農薬・無化学肥料を徹底。健康食品
として知られるゴマですが、外国産が 9 9, 9％
で、国産はほんの0.1％。国産ゴマは大変希少
価値の高いものとして注目されています。

甘みと独 特 の風 味で、博 多の「 万能ねぎ」、
群 馬 の「 下仁 田ねぎ」と並ぶ日本 三大 葱の
ひとつとして全国にその名を知られています。
青葉の部分から白根まで余すところなく食べ
られ 、身は柔らかく、甘みや香りが 強いのが
特長です。

日向牧場のチーズ

瀬戸内の旬の鮮魚

高橋醤油

淡路玉葱

牛 乳 本来の 持ち味を生かしたチーズを手づ
くりで作り続ける日向牧場。
今回使用する熟成チーズは、短いもので数日、
長いものなら１年近くかけて育てていく、とても
ぜいたくな食べ物です。

ラ・スイートでは栄養分が豊富で豊かな瀬戸内
の海 の幸にこだわり、その中でも鮮度と質の
よいものだけを使用しています。
瀬戸内の新 鮮な味覚をお愉しみください。

地元兵庫県の大豆・小麦・塩にこだわり、現存
する資料で最も古い製法を現代に再現。
とことん手 作 業にこだわり、石の重みのみで
搾る木 製 天 秤 搾り機でゆっくりじっくり搾る
貴重な醤油です。

1 0 0 年以 上の歴 史を持ち、淡 路を代 表 する
野菜 。他産地のものと比較して柔らかで 糖度
も高く味がすばらしいと好評です。
収穫時には、自然の風を利用しゆっくりと乾燥
させ、特有の美味しさを作り出します。

Prestige Champagne Fair
Dom Perignon & Strawberry
プレステージシャンパーニュフェア
〜ドン・ペリニヨン & ストロベリー

神戸の夕暮れを見ながら過ごす至福のひと時
内容

ドン・ペリニヨン フルボトル 1本
フレッシュストロベリー盛り合わせ
［Bottle］25,000（税込 27,500）

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

Room Service Menu
営業時間のご案内

ALL DAY DINING〈オールデイダイニング〉
サンドウィッチ各種
Sandwich

10：30 a.m.〜11：00 p.m.

ALL DAY DINING〈オールデイダイニング〉
ナイトスナック・前菜・アラカルト・スープ・メインディッシュ・デザート
Night Snack / Appetizers / A La Carte / Soup / Main Dishes / Dessert

11：30 a.m.〜11：00 p.m.

LU NCH MENU〈ランチメニュー〉
11：30 a.m.〜2：0 0 p.m.

CHILDREN’s MENU〈お子様メニュー〉
11：30 a.m.〜 9：0 0 p.m.

DINNER COURSE MENU〈ディナーコースメニュー〉
5：30 p.m.〜 9：0 0 p.m.

NIGHT SNACK〈ナイトスナック〉
11：00 p.m.〜 7：00 a.m.

ALL DAY DINING
オールデイダイニング

サンドウィッチ各種

Sandwich

フレッシュヴェジタブルサンドウィッチ

〈 E,W,M〉

1,700（税込 1,870）

ミックスサンドウィッチ

〈 E,W,M〉

1,900（税込 2,090）

ラ・スイート特製カツレツサンドウィッチ

〈 E,W,M〉

3,000（税込 3,300）

ミックスピザ

〈 W,M〉

2,000（税込 2,200）

ガーリックトーストとタプナード

〈 W,M〉

1,450（税込 1,595）

Fresh Vegetable Sandwich
Mix Sandwich

Beef Cutlet Sandwich

Mixed Pizza

Garlic Toast and Tapenade

ラ・スイート特製
カツレツサンドウィッチ

〈 E,W,M〉

ミックスサンドウィッチ
Mix Sandwich

Beef Cutlet Sandwich

フレッシュヴェジタブル
サンドウィッチ
〈 E,W,M〉

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

ミックスピザ

ガーリックトーストとタプナード

〈 W,M〉

〈 W,M〉

Mixed Pizza

Fresh Vegetable Sandwich

M = 乳 / Milk

〈 E,W,M〉

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

Garlic Toast and Tapenade

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

ALL DAY DINING
オールデイダイニング

ナイトスナック・前菜・アラカルト Night Snack / Appetizers / A La Carte
播州百日どりの鶏なんばんうどん
Noodles in Soup with “BANSHU” Chicken

〈数量限定〉但馬牛カルビ重

〈Certain Quantity〉“Tajima” Beef Calvi Rice box

特選黒毛和牛を使った特製ビーフカレー
Wagyu Japanese Beef Curry

〈 E,W〉

1,900（税込 2,090）

〈 W〉

3,000（税込 3,300）

〈 W,M 〉

3,000（税込 3,300）

スモークサーモン レモン添え

1,900（税込 2,090）

鉄板 焼「心」特製サラダ

1,800（税込 1,980）

フレンチフライドポテト

1,200（税込 1,320）

ローズマリーポテト

1,300（税込 1,430）

カラスミ風味のフライドポテト

1,600（税込 1,760）

トリュフ風味のフライドポテト

1,800（税込 1,980）

Smoked Salmon with Lemon

Special Salad from TEPPANYAKI “KOKORO”
French Fried Potatoes

French Fries with Rosemary

KARASUMI Flavored Fried Potatoes
Truff le Flavored Fried Potatoes

播州百日どりの
鶏なんばんうどん

特選黒毛和牛を使った
特製ビーフカレー

〈 E,W〉

〈 W,M〉

Noodles in Soup with “BANSHU” Chicken

スモークサーモン レモン添え
Smoked Salmon with Lemon

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

Wagyu Japanese Beef Curry

鉄板 焼「心」特製サラダ

Special Salad from TEPPANYAKI “KOKORO”

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

ALL DAY DINING
オールデイダイニング

アラカルト・スープ・メインディッシュ

A La Carte / Soup / Main Dishes

海老フライ タルタルソース フレンチフライドポテト添え
Breaded Deep-Fried Shrimp with Tartar Sauce and French Fried Potatoes

〈 E,W,M,S〉

1,800（税込 1,980）

〈 W,M〉

1,200（税込 1,320）

〈 W〉

1,500（税込 1,650）

〈 W,M〉

7,200（税込 7,920）

コーンスープ
Corn Soup

兵庫県産 ソーセージグリル
Grilled “Hyogo” Sausage

柔らかく煮込んだ神戸牛の赤ワイン風味 季節野菜添え
Ragoût de bœuf de KOBE au vin rouge et légumes de saisons

特選牛フィレ肉のポワレ マスタードソース ポテトのグラタン添え

〈 M〉

Sautéed Filet of Selected Beef with Potato Gratin in Mustard Sauce

コーンスープ
Corn Soup

〈 W,M〉

9,600（税込 10,560）

海老フライ タルタルソース
フレンチフライドポテト添え

〈 E,W,M,S〉

Breaded Deep-Fried Shrimp
with Tartar Sauce and French Fried Potatoes

柔らかく煮込んだ
神戸牛の赤ワイン風味
季節野菜添え

〈 W,M〉

特選牛フィレ肉のポワレ
マスタードソース
ポテトのグラタン添え
Sautéed Filet of Selected Beef
with Potato Gratin in Mustard Sauce

Stewed Japanese Beef Cheek Red Wine Flavor
with Seasonal Vegetables

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

〈 M〉

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

ALL DAY DINING
オールデイダイニング

アラカルト・ナイトスナック

A La Carte / Night Snack

スティック アッシェ（ホテル特製ハンバーグ）

〈 E,W,M〉

Hotel Made Hamburg Steak

2,500（税込 2,750）

生ハムとサラミ

1,600（税込 1,760）

エスカルゴ ブルゴーニュ風

2,500（税込 2,750）

Prosciutto & Salami

Snails in Garlic and Butter Sauce

ムール貝の白ワイン蒸し

Steamed Common Mussel with White Wine

タルティフレット（カマンベールチーズのオーブン焼き）
Oven-roasted Camembert cheese

チーズ 3 種盛り合わせ

Assorted Natural Cheese（3 Kinds）

〈 M〉

3,100（税込 3,410）

〈 W,M〉

2,600（税込 2,860）

〈 E,W,M〉

2,600（税込 2,860）

アンカ・ド・キャビア

7,800（税込 8,580）

En-K de caviar

ムール貝の白ワイン蒸し

Steamed Common Mussel with White Wine

〈 M〉

Oven-roasted Camembert cheese

〈 W,M〉

スティック アッシェ（ホテル特製ハンバーグ）
Hotel Made Hamburg Steak

〈 E,W,M〉

E = 卵 / Eggs

タルティフレット

（カマンベールチーズのオーブン焼き）

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

チーズ 3 種盛り合わせ

Assorted Natural Cheese（3 Kinds）

〈 E,W,M〉

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

ALL DAY DINING
オールデイダイニング

スイーツ Sweets
ショコラ バリエ

〈 E,W,M〉

2,200（税込 2,420）

ジェラートの盛り合わせ

〈 E,W,M〉

1,700（税込 1,870）

Assorted Chocolates

Assorted Gelato Ice Cream

季節のフルーツ盛り合せ

3,500（税込 3,850）

季節のフルーツ盛り合せ〈ハーフサイズ〉

1,600（税込 1,760）

Verities of Seasonal Fruit

Verities of Seasonal Fruit〈 Half size〉

スペシャルパフェ

Special parfait

パティシエ特製の
シーズナル・パフェを
季節ごとにご用意しております 。
お食事やお酒をお愉しみいただいた
シメの一品としてご堪能ください。
※内容は予告なく変更させていただくことがございます。

1,800（税込 1,980）

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

LUNCH MENU
ランチメニュー

グレース ランチ Grace Lunch

〈 E, W, M, S〉

但農どりのパヴェ 淡路玉葱のソースと共に
“Tajima” Chicken Pave with “Awaji” Onion Sauce

又は 本日の海の幸の1皿

or Today’s Recommended Seafood Appetizer

本日のスープ

Today’s Recommended Soup

瀬戸内直送 鮮魚のお料理
Poisson de Setouch i du jou r

又は 瀬戸内産鰆のポワレ 色々な蕪を添えて
or Filet de sawa ra de Setouch i poêlé et navets va r iés

又は 淡路産猪豚の赤ワイン煮込みとひよこ豆のフムス
or Ragôut de cochon-sauvage d’Awaji et houmous de pois ch iche

又は 特選牛と冬野菜のパイ包み 藁香る播磨の人参のローストを添えて
or Feuilleté de bœuf et rôtis ca rot tes de Ha r ima pa r f umé à la pa ille

パティシエ特製デザート
Desser t Ma ison

オリジナル・ブレンドコーヒー、紅茶、又はハーブティー
Coffee, Tea or Herb Tea

小さいお菓子
Migna rdises

E = 卵 / Eggs

［

］内からメイン1品お選びいただくと

［

］内からメイン2品お選びいただくと

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

S = えび / Shrimp

4,500（税込 4,950）
6,000（税込 6,600）

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

CHILDREN’s MENU
お子様メニュー

コーンスープ

〈 W,M〉

1,200（税込 1,320）

〈 E,W,M,S〉

1,700（税込 1,870）

Corn Soup

海老フライ タルタルソース フレンチフライドポテト添え
Breaded Deep-Fried Shrimp with Tartar Sauce and French Fried Potatoes

フレンチフライドポテト

1,200（税込 1,320）

French Fried Potatoes

お子様プレート（ミニハンバーグ、海老フライ、フレンチフライドポテト、ケチャップライス）

〈 E,W,M,S〉

Kids Plate (Hamburg Steak, Breaded Deep-Fried Shrimp, French Fried Potatoes, Ketchup Rice)

キッズドリンク

2,600（税込 2,860）

Kids Drink

オレンジジュース

500（税込 550）

アップルジュース

500（税込 550）

ミルク

500（税込 550）

Orange Juice

Apple Juice

Milk

お子様プレート
Kids Plate

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

〈 E,W,M,S〉

M = 乳 / Milk

S = えび / Shrimp

フレンチフライドポテト
French Fried Potatoes

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

神戸牛

Kobe Beef

神戸ビーフ® 指定 登 録 店

世界ブランド「神戸牛」をつくりだす牧場は兵庫県下にたくさんあり、淡路牛（淡路）、篠山牛（丹波）、但馬牛（但馬）、黒田庄和牛（播磨）、三田和牛
（摂津）など、独自のブランドを確立しています。地域ごとに独自の飼料を与え、その土地にあった飼育方法で神戸牛の基準を満たす牛を育て
上げているのです。ラ・スイートでは五国を代表する牧場から取り寄せたブランド牛をお愉しみいただけます。

神戸牛とは
神戸牛の品質の統一とブランドの強化を図るため、19 8 3 年に神戸肉流 通推進協議会が 発足し、神戸牛の定 義が定め
られました。まず、神戸肉流通推進協議会指定の肥育農家が肥育し、兵庫県内に出荷した生後2 8か月以上、60か月以下
の牛で、歩留等級がAまたはBのものが「兵庫県産但馬牛」と認定されます。
その兵庫県産但馬牛の中でもランクA /5とA /4の一部、BMS（脂肪交 雑）6以上に格 付けされたものだけが「神戸牛・
神戸牛」と名乗ることができるのです。日本三大和牛と称される、神戸牛、松阪牛、近江牛の素牛である但馬牛は、1000年
以上の昔から但 馬地方の清らかな水と空 気や豊富な山野草など、恵まれた自然 環 境に育まれ 、小 柄ながら筋繊 維が
細かく、霜降りが入りやすいという優れた資質を持っています。
それゆえ海外 種はもちろんのこと国内の他の地方の牛との交雑を避け、純血を守りながら長い年月をかけて改良を重ね
ながら極上の肉質を実現しました。

神戸ゆえに広まった名声
小柄で小回りがきく但馬牛は、
もともと六甲山系の農村で農耕用に重宝され、餌も二毛作で作った麦や大豆などを食べ、
大切に育てられていました。食用となったのは、1868年の神戸開港からです。
神戸を訪れた外国人は六甲山系で育った但馬牛の美味しさに舌鼓を打ち、また神戸で買った牛を船上で貯蓄し食料と
した船も多かったので、船乗りたちが母国でその味の良さを伝え、神戸牛の名はまたたく間に世界に広がったと言います。
N B Aのスーパースター、コービー・ブライアント選 手 の父 が 、神戸牛 のあまりの 美 味しさに感 激して息子をコービー
（KOBE）と名付けたことは有名な話です。

神戸牛のおいしさとは
「霜降り」は血統により、味は「脂」で決まります。神戸牛が安定して最高の品質を保ち続ける理由は、ブランド和牛の中でも
最も厳しいと言われている基準を乗り越えた牛肉だからです。
サシ（脂肪）が筋肉の中に細かく入り、筋繊維と交雑して「霜降り」となっているのが神戸牛の特徴です。神戸牛のサシは
人肌で溶けるほど融点が低く、他の和牛に比べあっさりとして胃もたれしにくいと言われます。また、賞味すれば、舌ざわり
が良く、とろけるようなまろやかさが口一杯に広がり、特有の風味を醸し出します。神戸牛の特徴である「霜降り」は純血を
維持してきた血統により生み出され、その味は餌によって決まります。そのため生産者によって味のバランスが異なり、同じ
神戸牛でも産地によりオリジナルの味が生み出されるのです。
ラ・スイートでは、兵庫県内の産地から淡路牛、篠山牛、三田和牛、
黒田庄和牛などのブランド牛を厳選し、
それぞれに異なる風味や味わいの違いをお愉しみいただけます。

DINNER COURSE MENU
ディナーコースメニュー

おすすめフィッシュディナー

Special Fish Dinner

〈 E,W,M,P〉6,000（税込 6,600）

本日のオードブル

Today’s Recommended Appetizer

季節のスープ
Seasonal Soup

瀬戸内直送 鮮魚のポワレ アンチョビソース
Sautéed Fresh Fish with Anchovy Sauce

パン、又はライス
Rice or Bread

パティシエ特製デザート
Pastry Chef’s Special Dessert

オリジナル・ブレンドコーヒー、紅茶、又はハーブティー
Coffee, Tea or Herb Tea

おすすめステーキディナー

Special Beef Steak Dinner

〈 E,W,M,S,P〉8,000（税込 8,800）

本日のオードブル

Today’s Recommended Appetizer

季節のスープ
Seasonal Soup

特選牛ロース網焼きステーキ 季節の温野菜添え
Grilled “Special” Sirloin Beef with Seasonal Vegetables

パン、又はライス
Rice or Bread

パティシエ特製デザート
Pastry Chef’s Special Dessert

オリジナル・ブレンドコーヒー、紅茶、又はハーブティー
Coffee, Tea or Herb Tea

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

DINNER COURSE MENU
ディナーコースメニュー

メニュー ル・クール

Menu LE CŒUR

〈 E,W,M,P〉10,500（税込 11,550）

アミューズ ブーシュ
Amuse-Bouche

前菜 2品

Hors d’œuvre

本日のスープ
Soupe de saison

瀬戸内直送 お魚料理
Poisson de Setouchi du jour

神戸ポークのロティ 生姜風味のシャリュキテールソース
Rôti de porc de KOBE sauce charcutière au gingembre

又は 柔らかく煮込んだ神戸牛の赤ワイン風味
季節野菜添え［＋2,000（税込 2,200）］

Ragout de joue de boeuf au vin rougeagout de boeuf au vin rouge

又は 国産牛フィレ肉のポワレ
マスタードソース［＋3,000（税込 3,300）］
Filet de bœuf de kobe poêlée sauce moutarde

又は フォアグラと国産牛フィレ肉のロッシーニ風
トリュフソース［＋5,500（税込 6,050）］
Tournedos Rossini sauce au truffe et légumes de saison

パティシエ特製デザート
Dessert Maison

コーヒー又は紅茶
Café ou Thé

メニュー ラ・スイート

Menu La Suite

〈 E,W,M,S,C,B〉16,000（税込 17,600）

アミューズ ブーシュ
Amuse-Bouche

香 住ガニとキャビアのタルタル
Tartare de crabe de Kasumi et de caviar

日向牧場チーズと豚足のパネ

Pied de cochon pané au fromage de Hyuga

日本海鱈のブランダードと白子のムニエル
Brandard et laitance meunière

神戸牛とアニス風味のブイヨン
Bœuf de KOBE mi-cuit

淡路島 3年とらふぐのベニエと白菜 柚子胡椒の香り
Beignet de Fugu d’Awaji et chou chinois au poivre au yuzu

オマール海老のロティとトリュフ 岩津ねぎと雲丹のクリーム
Homard rôti au truffes et poireaux d’Iwatsu sauce au oursin

フランス産仔鳩の炭火焼き 播州蕎麦と共に
Grillé de pigeon de france et sarrasin de Bansyu

パティシエ特製デザート
Dessert Maison

オリジナル・ブレンドコーヒー、紅茶、又はハーブティー
Coffee,Tea or Herb Tea

可愛い小菓子
Mignardises

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

DINNER COURSE MENU
ディナーコースメニュー

特選牛ディナー

Selected Beef Dinner

〈 E,W,M,P〉13,000（税込 14,300）

アミューズ ブーシュ
Amuse-Bouche

シェフおすすめのオードブル
Chef’s Recommended Appetizer

瀬戸内直送 鮮魚のお料理
Today’s Recommended Fish Dish

特選牛フィレ肉のポワレ マスタードソース
ポテトのグラタン添え

Sautéed Filet of Selected Beef with Potato Gratin in Mustard Sauce

パティシエ特製デザート
Pastry Chef’s Special Dessert

可愛い小菓子
Mignardise

オリジナル・ブレンドコーヒー、紅茶、又はハーブティー
Coffee, Tea or Herb Tea

神戸牛ディナー

“Kobe” Beef Dinner

〈 E,W,M,P〉22,000（税込 24,200）

アミューズ ブーシュ
Amuse-Bouche

シェフおすすめのオードブル
Chef’s Recommended Appetizer

瀬戸内直送 鮮魚のお料理
Today’s Recommended Fish Dish

神戸牛フィレ肉のポワレ マスタードソース
ポテトのグラタン添え

Sautéed Filet of “Kobe Beef” with Potato Gratin in Mustard Sauce

パティシエ特製デザート
Pastry Chef’s Special Dessert

可愛い小菓子
Mignardise

オリジナル・ブレンドコーヒー、紅茶、又はハーブティー
Coffee, Tea or Herb Tea

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

En-K de caviar
アンカ･ド･キャヴィア

キャヴィアをもっと手 軽に、独 創的に
フランスの名門メーカー「キャヴィアリ」社が贈る、美食に対する好奇心が尽きない
フランスらしい独 創的なスタイルの逸品「アンカ･ド･キャヴィア」。

En-K de caviar［小型ケース入りキャヴィア/小型スプーン付］
En-K de caviar & グラスシャンパンセット［2名様］

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

7,800（税込 8,580）
10,800（税込 11,880）

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

NIGHT SNACK
ナイトスナック

11：00 pm〜7：0 0 am
特選黒毛和牛を使った特製ビーフカレー

〈 W,M〉

3,000（税込 3,300）

播州百日どりの鶏なんばんうどん

〈 E,W〉

1,900（税込 2,090）

コーンスープ

〈 W,M〉

1,200（税込 1,320）

Wagyu Japanese Beef Curry

Noodles in Soup with “BANSHU” Chicken

Corn Soup

鉄板 焼「心」特製サラダ

1,800（税込 1,980）

Special Salad from TEPPANYAKI “KOKORO”

フレッシュヴェジタブルサンドウィッチ

〈 E,W,M〉

1,700（税込 1,870）

ミックスサンドウィッチ

〈 E,W,M〉

1,900（税込 2,090）

Fresh Vegetable Sandwich

Mix Sandwich

特選黒毛和牛を使った
特製ビーフカレー

〈 W,M〉

播州百日どりの鶏なんばんうどん

〈 E,W〉

Noodles in Soup with “BANSHU” Chicken

Wagyu Japanese Beef Curry

鉄板 焼「心」特製サラダ

フレッシュヴェジタブル
サンドウィッチ

Special Salad from TEPPANYAKI “KOKORO”

〈 E,W,M〉

Fresh Vegetable Sandwich

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

NIGHT SNACK
ナイトスナック

11：00 pm〜7：0 0 am
［数量限定］神戸ポーク 生ハム

1,800（税込 1,980）

《Certain Quantity》 “Kobe” Pork Uncured Ham

［数量限定］神戸牛 生ハム パルメザンチーズ添え

〈 W,M〉

2,800（税込 3,080）

〈W〉

3,000（税込 3,300）

チーズ３種盛り合わせ

〈 E,W,M〉

2,600（税込 2,860）

ジェラートの盛り合わせ

〈 E,W,M〉

1,700（税込 1,870）

〈 E,W,M,P〉

2,200（税込 2,420）

《Certain Quantity》 “Kobe” Beef Uncured Ham with Parmesan Cheese

［数量限定］但馬牛カルビ重

《Certain Quantity》 “Tajima” Beef Calvi with Rice

Assorted Natural Cheese (3 Kinds)

Assorted Gelato

ショコラヴァリエ
Chocolate Varie

季節のフルーツ盛り合わせ

3,500（税込 3,850）

Assorted Seasonal Fruits

ジェラートの盛り合わせ

〈 E,W,M〉

ショコラヴァリエ

Assorted Gelato

E = 卵 / Eggs

W = 小麦 / Wheat

M = 乳 / Milk

〈 E,W,M,P〉

Chocolate Varie

S = えび / Shrimp

C = かに / Crab

B = そば / Buckwheat

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us.
※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

P = 落花生 / Peanuts

DRINK MENU
ドリンクメニュー

ソフトドリンク Soft Drink
オレンジジュース（ストレート果汁10 0 %）

1,000（税込 1,100）

グレープフルーツジュース（ストレート果汁10 0 %）

1,000（税込 1,100）

トマトジュース

1,000（税込 1,100）

フレッシュオレンジジュース

1,700（税込 1,870）

フレッシュグレープフルーツジュース

1,700（税込 1,870）

Orange Juice

Grapefruit Juice

Tomato Juice

Fresh Orange Juice

Fresh Grapefruit Juice

コカコーラ

700（税込 770）

ジンジャー エール ／ カナダ ドライ

700（税込 770）

ウーロン茶

600（税込 660）

オレッツァ

900（税込 990）

ペリエ

600（税込 660）

オリジナル・ブレンドコーヒー、又はカフェインレスコーヒー

850（税込 935）

カフェオレ

950（税込 1,045）

ミルク

800（税込 880）

紅茶（イングリッシュブレックファースト、アッサム、ダージリン、アールグレイ）

850（税込 935）

Coca Cola

Ginger Ale / Canada Dry

Oolong Tea

Orezza

Perrier

Coffee or Decaffeinated Coffee

Café au Lait

Milk

Tea（ English Breakfast, Assam, Darjeeling, Earl Grey）

ハーブティー（ペパーミント、カモミール、
ヴァーヴェイン、
ミックス）
Herb Tea（ Peppermint, Camomile, Verbena, Mix）

※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

1,000（税込 1,100）

DRINK MENU
ドリンクメニュー

国産ビール

Domestic Beer

ハートランド（キリン）

1,000（税込 1,100）

エビス（サッポロ）

1,000（税込 1,100）

熟撰（アサヒ）

1,000（税込 1,100）

プレミアム・モルツ（サントリー）

1,000（税込 1,100）

Heartland（Kirin）

Yebisu（Sapporo）

Premium“JUKUSEN”（ Asahi）
Premium malt's（Suntory）

国産黒ビール

Domestic Black Beer

キリン一番 搾り〈黒生〉
（キリン）

1,000（税込 1,100）

エビス プレミアム ブラック（サッポロ）

1,000（税込 1,100）

Kirin Stout（ Kirin）

Yebisu Premium Black（Sapporo）

外国産ビール

Imported Beer

ギネス

1,100（税込 1,210）

カールスバーグ クラブ ボトル

1,100（税込 1,210）

Guinness

Carlsberg Club Bottle

ベルギービール

Belgium Beer

シメイ ブルー ラベル

1,100（税込 1,210）

デュベル

1,100（税込 1,210）

Chimay Blue Label
Duvel

ノンアルコールビール

Non-Alcoholic Beer

キリン零ICH I

1,000（税込 1,100）

Kirin Zero ICHI

カクテル

Cocktail

ジン トニック（ドライ・ジン、
トニック・ウォーター、フレッシュライム）

1,100（税込 1,210）

モスコミュール（ウォッカ、ジンジャー・エール、フレッシュライム）

1,100（税込 1,210）

カンパリ ソーダ（カンパリ、ソーダ、フレッシュレモン）

1,100（税込 1,210）

カシス オレンジ（クレーム・ド・カシス、オレンジジュース）

1,200（税込 1,320）

ファジーネーブル（ピーチ・リキュール、オレンジジュース）

1,200（税込 1,320）

Gin Tonic（Dry Gin, Tonic Water, Fresh Lime）

Moscow Mule（Vodka, Ginger Ale, Fresh Lime）

Campari Soda（Campari, Soda, Fresh Lemon）

Cassis Orange（Crème de Cassis, Orange Juice）

Fuzzy Navel（Peach Liqueur, Orange Juice）

※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

CHAMPAGNE POMMERY FAIR
シャンパーニュ ポメリー フェア

2 0 2 2. 3.1（Tue）〜 2 0 2 3. 2 . 28（Tue）

ポメリー社はシャンパーニュ地方の中心にあるランスで18 3 6 年に誕 生しました。
当初のシャンパーニュは甘口が主流でしたが、
世界で初めて辛口のシャンパーニュを考案したのがマダム・ポメリーです。
デザートワインのような食 後酒とされていたシャンパーニュが、
食 前や食事中にも広く愉しめるようになりました。
メゾンの美しさも有名なポメリーですが、
2 015 年に世界遺産として登 録されたカーヴを所有していることでも有名です。
また、モナコ公国の公妃となったグレース・ケリーとレーニエ3世の結 婚式で振る舞われ 、
その後もグレース・ケリーがこよなく愛した銘品として知られています。

ポメリー ブリュット・ロワイヤル
POMMERY Brut Royal
ポメリーは、
シャンパーニュ史上初のブリュット（辛口）を誕生させたメゾン。
引き継がれたエスプリと研ぎ澄まされた技術よって
現在もポメリースタイルは守られています。
Glass ／グラス
Bottle ／ボトル

1,800（税込 1,980）
12,000（税込 13,200）

ポメリー ブリュット・ロゼ
POMERRY Brut Rose
世界最大級のワインコンクール「Decanter World Wine Awards 2019」にて
金賞（95Points）を受賞。
豊かな果実味でフレッシュですっきりとした味わいです。
Glass ／グラス
Bottle ／ボトル

2,500（税込 2,750）
17,000（税込 18,700）

ポメリー アパナージュ ブラン・ド・ブラン
POMMERY Apanage Blanc de Blancs
ポメリースタイルの中でもガストロノミーとの調和の為に造られたキュヴェ。
厳 選されたシャルドネが 織りなす新 鮮さと熟成という
相反する味わいをご堪能ください。
Glass ／グラス
Bottle ／ボトル

2,700（税込 2,970）
18,000（税込 19,800）

ポメリー キュヴェ・ルイーズ
POMMERY Cuvée Louise
ポメリーは、
シャンパーニュ史上初のブリュット（辛口）を誕生させたメゾン。
引き継がれたエスプリと研ぎ澄まされた技術よって
現在もポメリースタイルは守られています。
Bottle ／ボトル

35,000（税込 38,500）

※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

KENZO ESTATE Wine Fair
ケンゾー エステイト ワインフェア

2 0 2 2. 12 .1（Thu）〜 2 0 2 3. 2. 28（Tue）

「あさつゆ」が 全 米 No.1ソーヴィニョン・ブランに選出されるなど、
ますますプレミアムワインとして注目度が 高まってきているケンゾー エステイト。
4 70万坪という広大な敷 地を持ち、その中でも葡萄園が占めるのは、
葡萄栽 培のために厳 選されたわずか 3％の土地のみです。
敷 地の大半は、鹿、兎、七面鳥といった野生 動物が息づく、手つかずの大自然が広がります。
ゲートをくぐり、広大な森を抜け葡萄園に辿り着くまで、その距離およそ2キロメートル。
ワイナリーを取り巻く緑 豊かな森や湖が、車の排 気ガスや町での排水などから畑を隔絶しています。
葡萄畑を守るためだけに、敷 地の大半を手つかずの自然のまま残すこと、
それは簡単に真似することのできない、ケンゾー エステイトの最大のこだわりでもあります。
今回で 9回目となるケンゾー エステイト ワインフェア。
毎回大変好評で、初めて召し上がっていただく方には新たなる発見を、
経 験のある方にはその素晴らしさを改めて認識していただけることでしょう。

紫 murasaki

Bottle /ボトル［通常価格］65,000（税込 71,500）

赤ワイン

55,000（税込 60,500）

［特別価格］

高貴さと優雅さを表す上 級ボルドーブレンド。
高貴なる色、紫。その名を冠するのは、複数の葡萄品種がより優雅なハーモニーを奏でる上 級キュベの証。
自らを紫屋と称した江戸の浮世絵師、歌麿がこだわっていた紫の色使いにも藤色から小豆色まで多彩な表 情があったように、
微 妙に変化する香りや繊 細な味わいにこそ、このワインの美徳があります。

藍 ai

Bottle /ボトル［通常価格］65,000（税込 71,500）

赤ワイン

55,000（税込 60,500）

［特別価格］

純 粋な葡萄の魅力が 頂点で花開く珠玉の名品。藍 染めの色は、紫に比べ、より深く、鮮やかな印象をもたらします。
カベルネ・ソーヴィニヨン主体のこのワインも、純度の高い葡萄の凝 縮感を鮮烈に感じ取れる逸品です。
洗うほどに色が冴え、歳月を重ねる度に色が 変化する藍 染めにも似て、
長期熟成により、まろやかに変化する繊 細な表 情が 秘められています。

深穏

shinon

赤ワイン

数量限定

Bottle /ボトル［通常価格］52,000（税込 57,200）

48,000（税込 52,800）

［特別価格］

2 017ヴィンテージ限定で、ただ一度、日本だけでリリースする特別なワイン。
グラスに注ぐと、ブラックベリーやペッパー、シナモンなどの香りが立ち上り、きめ細かいタンニンが柔らかくなめらかで、
深みのある官能的な味わいをもたらしています。
深みのある果実の凝 縮感と、きめ細かいタンニンが成すヴェルヴェットのようなしなやかさを併せ持ち、
緻密な樽の印象をも感じさせます。

紫鈴

3,900（税込 4,290）
Bottle /ボトル［通常価格］35,000（税込 38,500）
Glass /グラス

rindo

赤ワイン

27,000（税込 29,700）

［特別価格］

深みとしなやかさを併せ持つ繊 細な赤ワイン。紫は高貴なものを示す色。ここでは上質な葡萄を象徴しています。
鈴は鈴なり。つまり、紫鈴とは、上質な葡萄が畑一面に実るケンゾー エステイトそのものを表す、
フラッグシップワインの名に相応しい言葉。
それは藍紫色の釣鐘を吊るす可憐な竜胆の花にも似て、
しなやかでたおやかな魅力を秘めています。

明日香 asuka

Bottle /ボトル［通常価格］45,000（税込 49,500）

赤ワイン

35,000（税込 38,500）

［特別価格］

上質な果実の香りが開花する芳醇な赤ワイン。
天候に恵まれ 、秀 逸なカベルネ・フランを豊富に収 穫できた2 0 0 9 年に、この赤ワインは誕 生しました。
明日に香るという名は、まさに風味豊かなカベルネ・フランの特 徴を言い得ています。
また、明日香とは、清浄な地、神聖な場所という意味を含み持ち、この葡萄の上質感や純 粋さを例えています。

あさつゆ

asatsuyu

白ワイン

Glass /グラス

2,800（税込 3,080）

Bottle /ボトル［通常価格］24,000（税込 26,400）

19,000（税込 20,900）

［特別価格］

清涼感と芳醇さを併せ持つ唯一無二の白ワイン。
夜明け前に畑に降りた朝靄が 葡萄の葉に残した朝露は、朝日を浴び、美しく煌めく。
そんな透明感を持つケンゾー エステイト唯一の白ワインは、ハイディ・バレットが手 掛けた初のソーヴィニヨン・ブラン。
清涼感と芳醇さを併せ持ち、全 米でのベスト・オブ・ソーヴィニヨン・ブランにも選ばれています。

結

2,500（税込 2,750）
Bottle /ボトル［通常価格］20,000（税込 22,000）
Glass /グラス

yui

ロゼワイン

16,000（税込 17,600）

［特別価格］

年間生産量がわずかな希少なロゼワイン。
気品に満ちたローズピンクが美しく、チェリーや木苺の香りを放ち、清涼感のあるドライな味わいが魅力の逸品です。
人と人を結び、心と心を繋ぐ、そんな相互扶 助の精神を宿すその名は、
ケンゾー エステイトの葡萄作りを支える人々の絆を表しています。

※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

Prestige Champagne Fair
プレステージシャンパーニュフェア

美しい泡がグラスの底からふつふつと立ち昇る。耳元にグラスを近づけると泡がはじける心地良い音色。
世界中で生産されるワインの中で一番美しいのはシャンパーニュ。
偉大なるメゾン、それも最高の味わいを知っていただきたい。
好評のプレステージシャンパーニュフェアに新たなアイテムが加わり、
ラ･スイートだからこそ可能なスペシャルプライスでご用意しました。
そのボトルに詰まっているのはメゾンの歴史、誇り、そして秘密の物語。
そのすべてを今お愉しみください。

ドン ペリニヨン 2 012／ドン ペリニヨン
Dom Perignon 2012 / Dom Perignon

永 遠のスタンダードでありながら通好みの深い味わい。
まるで星を飲んでいるかのようにキメが 細かくエレガントな、
言わずと知れたシャンパーニュの代名詞。
〈通常価格〉50,000
（ 税込 55,000）

〈フェア価格〉25,000
（ 税込 27,500）

ベル・エポック 2 013／ペリエ・ジュエ
Belle Epoque 2013 / Perrier Jouet

素晴らしいシャンパーニュの中でも気軽にはコルクを抜けない高貴なる1本。
よき時 代 という意味を持ち、美しく柔らかな味わい、
そしてボトルに咲いたアネモネのように誰にでも愛されるシャンパーニュ。
〈通常価格〉50,000
（ 税込 55,000）

〈フェア価格〉25,000
（ 税込 27,500）

クリュッグ グランド・キュヴェ N.V／クリュッグ
Krug Grand Cuvee N.V / Krug

飲んだ人は皆「クリュギスト」。
ボトルを開けた刹那、華やか且つ重 厚な香りが広がる。その圧倒的な気品と力強さ。
それでいて官能的。世界中をとりこにするシャンパーニュの帝王。
〈通常価格〉60,000
（ 税込 66,000）

〈フェア価格〉30,000
（ 税込 33,000）

クリスタル 2 013／ルイ・ロデレール
Cristal 2013 / Louis Roederer

グラスの中に天使の涙を見た とは、
ロシア皇帝がその完 璧なまでの美しさと飲むたびに与えてくれる感 動をたとえた言葉。
時 代を超えて飲む人を魅了する皇帝専用のシャンパーニュ。
〈通常価格〉75,000
（ 税込 82,500）

〈フェア価格〉55,000
（ 税込 60,500）

ディアデーマ ドサージュ・ゼロ N.V／ディアデーマ
Diadema Dosage Zero N.V / Diadema

きめ細やかな気泡と『D』をかたどるスワロフスキー。
Diorのパーティーでサーブされているオーガニック・シャンパーニュが、
5 年の熟成を経てリリースされます。
〈通常価格〉45,000
（ 税込 49,500）

〈フェア価格〉22,000
（ 税込 24,200）

※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

Wine List
ワインリスト

Les Champagnes
ギィ・シャルルマーニュ ブラン・ド・ブラン

シャンパーニュ
［酸味］

弱

強

Guy Charlemagne Blanc de Blancs

［味わい］ 甘

辛

生産地：シャンパーニュ メニル・シュール・オジェ村

［タイプ］ 軽

重

［酸味］

葡萄品種：シャルドネ10 0％

ボランジェ スペシャル・キュベ・ブリュット

弱

強

Bollinger Special Cuvee Brut

［味わい］ 甘

辛

生産地：シャンパーニュ アイ村

［タイプ］ 軽

重

葡萄品種：ピノ・ノワール6 0％／シャルドネ2 5％／ピノ・ムニエ15%

〈 375ml〉

9,000（税込 9,900）
〈 750ml〉 15,000（税込 16,500）

〈 375ml〉

9,000（税込 9,900）
〈 750ml〉 16,000（税込 16,500）

Les Vin Blancs
リースリング〈ロバート・ヴァイル〉

白ワイン
弱

強

Riesling〈Weingut Robert Weil〉

〈 375ml〉

［味わい］ 甘

辛

〈 750ml〉

生産地：ドイツ ラインガウ
葡萄品種：リースリング 10 0%

［タイプ］ 軽

重

［酸味］

弱

強

Chablis Vaillons 〈Jean Collet〉

〈 375ml〉

［味わい］ 甘

辛

生産地：ブルゴーニュ シャブリ地区

〈 750ml〉

［タイプ］ 軽

重

［酸味］

弱

強

Sancerre Comte Lafond 〈Ladoucette〉

〈 375ml〉

［味わい］ 甘

辛

生産地：フランス ロワール地方

〈 750ml〉

［タイプ］ 軽

重

［酸味］

シャブリ・ヴァイヨン〈ジャン・コレ〉
葡萄品種：シャルドネ10 0％

サンセール コント・ラフォン〈ラドゥセット〉
葡萄品種：ソーヴィニョン・ブラン10 0％

ピュリニー・モンラッシェ〈ルイ・ラトゥール〉

［酸味］

弱

強

Puligny-Montrachet 〈Louis Latour〉

［味わい］ 甘

辛

生産地：ブルゴーニュ コート・ド・ニュイ

［タイプ］ 軽

重

［酸味］

葡萄品種：シャルドネ10 0％

シャトー・スデュイロー

弱

強

Ch.Suduiraut

［味わい］ 甘

辛

生産地：ボルドー ソーテルヌ村

［タイプ］ 軽

重

葡萄品種：セミヨン9 0％／ソーヴィニョン・ブラン10％

4,500（税込 4,950）
8,000（税込 8,800）

5,000（税込 5,500）
8,000（税込 8,800）

5,500（税込 6,050）
9,000（税込 9,900）

〈 375ml〉

10,000（税込 11,000）
〈 750ml〉 18,000（税込 19,800）

〈 375ml〉

※表 示価格は「日本円」となり、別途サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge will be added to the prices.

14,000（税込 15,400）

Wine List
ワインリスト

Les Vin Rouges
ブローリオ・キャンティ・クラシコ

〈バローネ・リカゾーリ〉

Brolio Chianti Classico 〈Barone Ricasoli〉

赤ワイン
［酸味］

弱

［渋み］

強

〈 375ml〉
〈 750ml〉

甘

辛

［タイプ］ 軽

重

［酸味］

弱

強

〈 375ml〉

［渋み］

甘

辛

〈 750ml〉

［タイプ］ 軽

重

［酸味］

弱

強

［渋み］

甘

辛

［タイプ］ 軽

重

［酸味］

弱

強

［渋み］

甘

辛

［タイプ］ 軽

重

4,000（税込 4,400）
6,000（税込 6,600）

生産地：イタリア トスカーナ州
葡萄品種：サンジョベーゼ 8 0%／メルロー15%／カベルネ・ソーヴィニョン5%

ジゴンダス

〈ギガル〉

Gigondas 〈Guigal〉

5,000（税込 5,500）
9,000（税込 9,900）

生産地：フランス コート・デュ・ローヌ地方
葡萄品種：グルナッシュ70%／シラー2 0%／ムールヴェードル10%

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ

〈コル・ドルチャ〉

Brunello di Montalcino 〈Col d'Orcia〉

〈 375ml〉

8,000（税込 8,800）
〈 750ml〉 12,000（税込 13,200）

生産地：イタリア トスカーナ州
葡萄品種：ブルネッロ（サンジョベーゼ）10 0%

ジュヴレ・シャンベルタン

〈ブシャール・ペール・エ・フィス〉

Gevrey-Chambertin 〈Bouchard Pere et Fils〉

〈 375ml〉

9,000（税込 9,900）
〈 750ml〉 15,000（税込 16,500）

生産地：ブルゴーニュ コート・ド・ニュイ
葡萄品種：ピノ・ノワール10 0%

シャトー・ラグランジュ

〈 375ml〉

10,000（税込 11,000）
〈 750ml〉 17,000（税込 18,700）

［酸味］

弱

強

Ch.Lagrange

［渋み］

甘

辛

生産地：ボルドー サン・ジュリアン村

［タイプ］ 軽

重

［酸味］

弱

強

〈 375ml〉 11,000（税込 12,100）

［渋み］

甘

辛

〈 750ml〉 18,000（税込 19,800）

［タイプ］ 軽

重

葡萄品種：カベルネ・ソーヴィニョン75%／メルロー2 5%

リットン・スプリングス

〈リッジ・ヴィンヤーズ〉

Lytton Springs 〈Ridge Vinryards〉

生産地：カリフォルニア州 ソノマ群
葡萄品種：ジンファンデル主体／プティ・シラー／カリニャン

※表 示価格は「日本円」となり、別途消費税・サーヴィス料10%を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and 10% service charge and tax will be added to the prices.

