
 

Prices inclusive of taxes and service charge. Rice served is a product of Japan. If you have any special dietary needs or food allergies, please let us know. Please note that menus may be subject to change due to market availability. 
表示料金には、税金・サービス料が含まれます。当ホテルでは国産米を使用しております。メニュー内容は、仕入れ状況により変更の場合がございますのでご了承ください。食物アレルギーなど、お食事に特別なご要望があるお客様はスタッフまでお申し付けください。 

 

 CENTRUM  

セントラム  10,800 

 

Amuse Bouche 

アミューズブーシュ 
 

Octopus Galician Style 

Bellota ham, potatoes, rocket salad 

Extra virgin olive oil 

オクトパス ガリシア風 
ベジョータハム、ポテト、ロケットサラダ 

エキストラバージンオリーブオイル 
or または 

Centrum Pâté En Croûte 

Duck, foie gras, piccalilli 

セントラム パテアンクルート 
ダック、フォアグラ、ピカリリ 

 
Carrot Soup 
人参スープ 

 
Sea Bass Godiveaux 

Spinach, chorizo, clam ragoût 
スズキのソーセージ仕立て 

ほうれん草、チョリソ、アサリのラグー 

or または 

Australian Black Angus Beef Tenderloin 

Mashed potato, bohemian ratatouille, jus 

オーストラリア産 
ブラックアンガスビーフテンダーロイン 
マッシュポテト、ボヘミアンラタトゥイユ 

ジュ 
 

Centrum Dessert 
本日のセントラムデザート 

 
Petit Fours 

プティフール 
 

Coffee or Tea  
コーヒーまたは紅茶 

 

 

 

PREMIUM 

プレミアム 16,800 

 

Amuse Bouche 
アミューズブーシュ 

 

Waldorf Crab 

3 types of grapes, beet root, tomato, cheese spiced pecan 

ウォルドーフ クラブサラダ 
三種類の葡萄、ビーツ、トマト、チーズスパイスピーカンナッツ 

 
Lobster Doughnut 

Gingered grapefruit, celeriac rémoulade, garden green salad 
ロブスタードーナツ 

ジンジャーグレープフルーツ、根セロリのレムラード、グリーンサラダ 
 

Butternut Squash Cappuccino 
Sweet potato, chestnut 

バターナッツスクアッシュ カプチーノ 
スイートポテト、栗 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit Fours 
プティフール 

 
Coffee or Tea 

コーヒーまたは紅茶 
 
 
 

 

 

 

ELEGANT  

エレガント 13,800 

 

Amuse Bouche 

アミューズブーシュ 
 

Waldorf Crab   

3 types of grapes, beet root, tomato, cheese spiced pecan   

ウォルドーフ クラブサラダ 
三種類の葡萄、ビーツ、トマト、チーズスパイスピーカンナッツ 

 
Lobster Doughnut   

Gingered grapefruit, celeriac rémoulade, garden green salad  
ロブスタードーナツ 

ジンジャーグレープフルーツ、根セロリのレムラード、グリーンサラダ 
 

Butternut Squash Cappuccino  
Sweet potato, chestnut      

バターナッツスクアッシュ カプチーノ  
スイートポテト、栗 

 
 
 
 
 
 

 

 

Chocolate Tarte Brownie 
Sorbet, persimmon, pomegranate 
チョコレートタルトブラウニー 

ソルベ、柿、ザクロ 

or または 

Vacherin Mont Blanc 
Chestnut chantilly, marron ice cream 

Marron glacé 
ヴァシュランモンブラン 

栗のシャンティー、マロンアイスクリーム 
マロングラッセ 

 

Petit Fours 

プティフール 
 

Coffee or Tea  
コーヒーまたは紅茶 

 

 

 

Dinner Set Menu 
October 5 ～ 
17:30 – 21:30 (21:00 L.O.) 

※ソムリエセレクション グラスワイン 2 杯付き +4,000  グラスワイン 3 杯付き +6,000  グラスワイン 5 杯付き +9,500 

※Sommelier Selection      2 Glasses of wine +4,000 / 3 Glasses of wine +6,000 / 5 Glasses of wine +9,500 

Wagyu Beef and Rice  

Ginger caramel soy, sea urchin, wasabi 

和牛  ライス 
ジンジャーキャラメルソイソース 
雲丹、わさび 

 

 

Sea Bass Godiveaux 
Spinach, chorizo, clam ragoût 

スズキのソーセージ仕立て 
ほうれん草、チョリソ、アサリのラグー 

 

or  

または 

 

Wagyu Beef and Rice  

Ginger caramel soy, sea urchin, wasabi 

和牛  ライス 
ジンジャーキャラメルソイソース、雲丹、わさび 

 

Surf & Turf     +4,000 

Wagyu A4 sirloin, half spiny lobster 

サーフ＆ターフ 
和牛 A4 サーロイン 
イセエビ、野菜、ジュ 
 

or  

または 

 

Sea Bass Godiveaux 
Spinach, chorizo, clam ragoût 

スズキのソーセージ仕立て 
ほうれん草、チョリソ、アサリのラグー 

  

William Pear Croustade 

Salted caramel ice cream 

洋ナシのクルスタッド 
塩キャラメルアイスクリーム 

 

 

or  

または 

 

Vacherin Mont Blanc 
Chestnut chantilly, marron ice cream 

Marron glacé 
ヴァシュランモンブラン 

栗のシャンティー、マロンアイスクリーム 
マロングラッセ 

 


