DRINK MENU
コーヒー （ホット/アイス）
Coffee (Hot / Iced)

700

ノンカフェインコーヒー（ホット/アイス）
Decaffeinated Coffee (Hot / Iced)

700

エスプレッソ
Espresso

700

カプチーノ
Cappuccino

700

カフェラテ
Caffe latte

700

紅茶 （ホット/アイス）
Tea (Hot / Iced)

700

ビール
BEER

900

CHAMPAGNE and SPARKLING WINE BY THE GLASS
ポール メッサー フランス
Pol Messer, France

950

ミッシェル ブリュット サン ミッシェル アメリカ
Michelle Brut, St. Michelle, America

1800

WHITE WINE BY THE GLASS
バロンフィリップ ド ロートシルト シャルドネ フランス
Baron Philippe de Rothschild Chardonnay, France

600

テッレ・フォルテ トレッビアーノ イタリア
Terra Forte Trebbiano, Italy

700

ベルジュ・バロン ブラン ソーヴィニヨンブラン フランス
Berge Baron Blanc Sauvignon Blanc, France

950

RED WINE BY THE GLASS
バロンフィリップ ド ロートシルト カベルネ・ソーヴィニヨン フランス
Baron Philippe de Rothschild Cabernet Sauvignon, France

600

テッレ・フォルテ サンジョベーゼ イタリア
Terra Forte Sangiovese, Italy

700

ベルジュ・バロン ブラン メルロ フランス
Berge Baron Blanc Merlot, France

950

CAFÉ MENU (11:00~21:00)
下記サンドイッチ又はハンバーガーにはサラダ/フライドポテト/カーリーポテトから
付け合せをお選びください。

All our burger and sandwiches are served with your choice of:
Mixed green leaf salad, French fries or curly potato fries
クロックムッシュ ベシャメルソース ハムとグリュイエールチーズ
Croque monsieur white toast bread with sauce Béchamel

1600

クラブハウスサンド チキン クリスピーベーコン 卵 レタス トマト マヨネーズ

2400

Chicken clubhouse sandwich
チーズステーキサンド ビーフ チーズ 玉ねぎ パプリカ

2950

Melted cheese steak sandwich with onion on a toasted soft baguette
仔牛とトリュフのクラブサンドイッチ

1900

Autumn truffle club sandwich
ル ドール タルティーヌ トマトとポテト ヴァージンドレッシング

1500

Rue D’or tartine virgin dressing and pomme pont nuef
セントレジスバーガー 和牛パテ

2400

St. Regis Burger with Wagyu beef patty
セントレジス フォワグラバーガー フォアグラソテー添え

4100

St. Regis foie gras burger with an additional slice of fried foie gras

DESSERT
ヨーグルトシャーベットとパヴロヴァ マンゴー ラムキャラメルソース
Golden pavlova with mango, yogurt sherbet and rum caramel

1050

チョコレートクレープ チョコムース イチゴとマンゴーソース
1050
Chocolate crepe served with chocolate mousse, strawberry and mango sauce
ダークチョコレートムース アールグレイアイスクリームと共に
Delice of dark chocolate with earl gray ice cream

1050

パンケーキ カスタードクリーム アプリコットコンポートとフレッシュベリー 1050
Oven warm pancakes topped with custard cream, apricot compote and fresh berries
チョコレートメルト マカロン ラズベリームースとベリー
温かいビターチョコレートをかけて
Chocolate melt

1750

アイスクリーム 又は シャーベット ブリオッシュを添えて
Ice cream or sherbet served with brioche

1700

FRENCH GRILL MENU (17:00~21:00)

下記より肉料理のソースをお選びください。
赤ワインソース マッシュルームソース ベアルネーズソース 粒マスタードソース

Please choose your favourite sauce for your steak:
Red wine sauce, Forrest mushroom, Béarnaise, Grain mustard
牛フィレ肉 150g
Beef Tenderloin 150g

2000

牛サーロイン 250g
Beef sirloin 250g

2000

フランクステーキ 150g
Beef Flank steak 150g

1500

仔牛フィレ肉 150g
Veal filet 150g

2000

骨付き仔羊 220g
Lamb rack 220g

2500

下記より魚料理のソースをお選びください。
ベアルネーズソース レモンジンジャーバターソース
Please choose your favourite sauce for your fish
Béarnaise or Lemon ginger butter (all fish fillets can be grilled or lightly steamed):
サーモン 150g
Atlantic Salmon 150g

1500

鯛 150g
Sea bream 150g

1500

オマール海老 半身
Grilled half lobster tail

1800

サイドディッシュ
ベシャメルクリーミーコロッケ グリーンサラダ 野菜のロースト
ほうれん草のガーリックソテー キノコのソテー ポム・ポン・ヌフ フレンチフライ
マッシュポテト ラタトュイユ グリーンアスパラガス
Side Dish
Béchamel creamy croquettes, Green salad, Roasted vegetables
Sautéed spinach with garlic, Sautéed mushrooms, Pommes pont neuf
Mashed potatoes, Ratatouille, Green asparagus

各 400

Each 400

CAKE SET (11:00~21:00)
ケーキとコーヒー又は紅茶のセット
ケーキの種類はスタッフまでお気軽にお問合せください。
Any cake with coffee or tea
Please ask your staff for cake selection

1000

