
・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

Coffee 

コーヒー

¥4,500 (4,950)*

季節野菜のピクルス グリーンペッパーマスタード

Bistro

鰆のポワレ ラタトゥイユ 行者ニンニクと白ワインソース

Pan fried Spanish mackerel, ratatouille, alpine leek, white wine sauce

レモンクリーム 柚子のジェル ヘーゼルナッツと柚子のフィナンシェ ライムソルベ チュイル

国産豚とドライアプリコットのパテドカンパーニュ

Soup of the day

本日のスープ

Japanese pork and dried apricot pâté de campagne
pickled seasonal vegetables, green pepper mustard

or

Kagoshima chicken leg confit, stuffed mushrooms, mashed potatoes, honey mustard sauce

Lemon cream, yuzu gel, hazelnut yuzu financier, lime sorbet, tuile

鹿児島県産鶏腿肉のコンフィ スタッフドマッシュルームとマッシュドポテト ハニーマスタードソース

The precautionary measures at Hyatt hotels in Asia Pacific
can be accessed online through the QR code.

アジアパシフィック地域のハイアットホテルで実施されている

衛生対策についてはQRコードからオンラインでご覧いただけます。

The Menu can be accessed online through the QR code.                                         
メニューはQRコードからオンラインでもご覧いただけます。



Please let us know if you have any food allergies, special dietary requirements, or inquiries about our rice-based items.
アレルギー食材や食事制限についてのご要望、また、米飯類・米加工品の産地情報の提供につきましてはスタッフへお申しつけください。

*Prices in brackets are tax inclusive and subject to 15%service charge.
*（ ）内の税込料金に別途サービス料（15%）を加算させていただきます。

Lemon cream, yuzu gel, hazelnut yuzu financier, lime sorbet, tuile

レモンクリーム 柚子のジェル ヘーゼルナッツと柚子のフィナンシェ ライムソルベ チュイル

コーヒー

¥6,500 (7,150)*

Coffee 

季節野菜のソテーとマッシュドポテト 赤ワインソース

Change to Japanese beef + ¥2,000 (2,200)*
国産牛への変更を+ ¥2,000 (2,200)*で承ります

・ ・ ・

オーストラリア産牛サーロインのグリル

Gourmand
Japanese pork and dried apricot pâté de campagne

国産豚とドライアプリコットのパテドカンパーニュ

・ ・ ・

Pan fried Spanish mackerel, ratatouille, alpine leek, white wine sauce

鰆のポワレ ラタトゥイユ 行者ニンニクと白ワインソース

・ ・ ・

Grilled Australian beef sirloin
 sautéed seasonal vegetables, mashed potatoes, red wine sauce

pickled seasonal vegetables, green pepper mustard

季節野菜のピクルス グリーンペッパーマスタード



・ ・ ・

Please let us know if you have any food allergies, special dietary requirements, or inquiries about our rice-based items.
アレルギー食材や食事制限についてのご要望、また、米飯類・米加工品の産地情報の提供につきましてはスタッフへお申しつけください。

*Prices in brackets are tax inclusive and subject to 15%service charge.
*（ ）内の税込料金に別途サービス料（15%）を加算させていただきます。

季節野菜のソテーとマッシュドポテト 赤ワインソース

マンゴーとパッションフルーツジャムのタルト ココナッツクリームとマンゴーチャツネ

Mango and passion fruit jam tart, coconut cream, mango chutney

¥9,000 (9,900)*

コーヒー

ココナッツアイスクリームとココナッツクランブル

coconut milk ice cream, coconut crumble

Degustation

Coffee 

国産牛テンダーロインのグリル

鰆のポワレ ラタトゥイユ 行者ニンニクと白ワインソース

・ ・ ・

・ ・ ・

Grilled Japanese beef tenderloin
 sautéed seasonal vegetables, mashed potatoes, red wine sauce

Pan fried Spanish mackerel, ratatouille, alpine leek, white wine sauce

Marinated Atlantic salmon, beetroot, marinated fennel and dill cream

アトランティックサーモンとビーツのマリネ フェンネルのマリネとディルクリーム

・ ・ ・

Soup of the day

本日のスープ



APPETIZERS＆SOUPS 前菜とスープ

S - \3,300 (3,630)*

国産豚とドライアプリコットのパテドカンパーニュ
季節野菜のピクルス グリーンペッパーマスタード

Marinated Atlantic salmon, beetroot, marinated fennel and dill cream \3,800 (4,180)*

V - Mixed lettuce leaves \1,500 (1,650)*
ミックスリーフサラダ

Caesar salad \2,500 (2,750)*
grilled chicken breast, bacon, parmesan shavings, croutons
シーザーサラダ
鶏胸肉のグリルとベーコン パルメザンチーズ クルトン

Snow crab salad \4,000 (4,400)*
mango, avocado, cocktail sauce
ズワイ蟹のサラダ
マンゴー アボカド カクテルソース

Niçoise salad \3,100 (3,410)*
bluefin tuna, boiled egg, olive, potato, anchovy, tomato
ニース風サラダ
本マグロ ボイルドエッグ オリーブ ポテト アンチョビ トマト

Soup of the day \1,200 (1,320)*
本日のスープ

S - Onion gratin soup \1,400 (1,540)*
オニオングラタンスープ

MAIN COURSES メインディッシュ

Pan fried Spanish mackerel, ratatouille, alpine leek, white wine sauce \3,800 (4,180)*
鰆のポワレ ラタトゥイユ 行者ニンニクと白ワインソース

S - Kagoshima chicken leg confit \4,000 (4,400)*
stuffed mushrooms, mashed potatoes, honey mustard sauce
鹿児島県産鶏腿肉のコンフィ
スタッフドマッシュルームとマッシュドポテト ハニーマスタードソース

Grilled Australian beef sirloin \4,800 (5,280)*
sautéed seasonal vegetables, mashed potatoes, red wine sauce
オーストラリア産牛サーロインのグリル
季節野菜のソテーとマッシュドポテト 赤ワインソース

Grilled Japanese beef tenderloin \7,200 (7,920)*
sautéed seasonal vegetables, mashed potatoes, red wine sauce
国産牛テンダーロインのグリル
季節野菜のソテーとマッシュドポテト 赤ワインソース

Japanese pork and dried apricot pâté de campagne

アトランティックサーモンとビーツのマリネ フェンネルのマリネとディルクリーム

pickled seasonal vegetables, green pepper mustard

The precautionary measures at Hyatt hotels in Asia Pacific
can be accessed online through the QR code.

アジアパシフィック地域のハイアットホテルで実施されている

衛生対策についてはQRコードからオンラインでご覧いただけます。

The Menu can be accessed online through the QR code.                                         
メニューはQRコードからオンラインでもご覧いただけます。



SIDE DISH サイドディッシュ

Mashed potatoes \1,200 (1,320)*
マッシュドポテト

French fries \1,200 (1,320)*
フレンチフライ

V - Steamed vegetables \1,300 (1,430)*
温野菜

V - Sautéed spinach \1,300 (1,430)*

V - Sautéed green asparagus \1,500 (1,650)*
グリーンアスパラガスのソテー

LIGHT MEAL 軽食

Penne Bolognese or Arrabbiata \2,100 (2,310)*
ペンネ ボロネーゼ または アラビアータ

Beef curry, mixed lettuce leaves \2,800 (3,080)*
ビーフカレーとミックスリーフサラダ

Nasi goreng fried rice, prawns, chicken, egg  \2,800 (3,080)*
インドネシア風フライドライス ナシゴレン

Club sandwich \2,500 (2,750)*
クラブハウスサンドウィッチ

Grilled Japanese beef cheese burger \3,100 (3,410)*
homemade bun, gruyère cheese, bacon, spicy onion sauce
国産牛グリルチーズバーガー
ホームメイドバンズ グリュイエールチーズ ベーコン スパイシーオニオンソース

Croque monsieur, sourdough bread, red pork ham, gruyère cheese \2,200 (2,420)*
クロックムッシュ サワードゥーブレッド 赤豚ハムとグリュイエールチーズ

ほうれん草のソテー

Please let us know if you have any food allergies, special dietary requirements, or inquiries about our rice-based items.
アレルギー食材や食事制限についてのご要望、また、米飯類・米加工品の産地情報の提供につきましてはスタッフへお申しつけください。

*Prices in brackets are tax inclusive and subject to 15%service charge.
*（ ）内の税込料金に別途サービス料（15%）を加算させていただきます。

※Sandwiches are served with french fries or mixed lettuce leaves
サンドウィッチにはフレンチフライ または ミックスリーフサラダをお選びください。

V - Vegetarian Choice
S - Signature Dish


