
All item are subject to 10% service charge and prevailing government tax 

 

・Boiled Edamame   $12 

釜揚げ枝⾖ 
・Edamame Pickles   $15 

枝⾖の浅漬け 
・Today’s Assorted Appetizers  $24 

おつまみ盛り合わせ 

・Smoked Cheese   $18 

スモークチーズ 

・Smoked Radish marinated with Cream cheese     $18 

いぶりがっこマスカルポーネ 
・Japanese Radish Salad with Baby sardine and Plum $22 

しらすと梅と塩吹き昆布の⼤根サラダ 

・Cheese Platter（With Baguette） $34 

チーズプラッター（バゲット付） 
・Oscietra Caviar platter 30g  $128 

オシェトラキャビアプラッター ３０ｇ⽸ 
・Japanese Eel and Cucumber with Vinegar sauce    $25 

三河産 うざく（鰻ときゅうりの酢の物） 

・Assorted Seafood and Cucumber with Vinegar sauce $32 

海鮮酢の物 

・Assorted Japanese Pickles  $20 

お漬物盛り合わせ 

 

 

 

 

・Seasonal Assorted Sashimi  $38〜 

旬の鮮⿂刺⾝盛り合わせ （⼀⼈前〜） 
・Hokkaido Sea urchin Sashimi  $128 

北海道ばふんうに 焼き海苔添え 

 

 

・Seafood Ajillo with Baguette  $22 
シーフードアヒージョ（バゲット付） 

・Charcoal grilled Pork Sausage  $25 
炭⽕焼きポークソーセージ 

・Hokkaido French fries  $16 
北海道フライドポテト 

・Chicken Wing  $18/3 pcs $28/5 pcs 

⼿⽻先揚げ 

・Japanese style Miyazaki egg omelet $16 

宮崎卵と⼀番出しの出し巻き⽟⼦ 

・Japanese Eel egg omelet  $45 

う巻き⽟⼦ 

・Soft grilled Stingray fin  $19 

炭⽕炙りエイヒレ 
・Thick cut Pork loin cutlet  $28 

厚切りロースとんかつ 

・Deep fried Special Skewers (Minimum 3 skewers) $5/pc〜 
おまかせ仕込み串揚げ（３本から） 

・Japanese Curry with Baguette  $22 

ジャパニーズカレー（バゲット付） 

 

 

 

・Seasonal fish clear soup  $28〜 
旬の⿂のお椀 

・Seasonal fish dark miso soup  $28〜 

旬の⿂の⾚出汁 
・Clear soup   $12 

お吸物 
・Dark miso soup   $12 

⾚出汁 

  

 

 

 



All item are subject to 10% service charge and prevailing government tax 

 

・Steamed Egg custard (Chawanmushi) $19 
宮崎卵の茶碗蒸し 

・Steamed Eel egg custard (Chawanmushi) $28 

三河産 鰻茶碗蒸し 銀あんかけ 

・Steamed Seasonal Fish with Vegetables Market Price 

本⽇の鮮⿂と野菜の酒蒸し 

・Steamed Hokkaido Hairy crab  $65 

北海道産 蒸し⽑蟹 

・Steamed Japanese Black Abalone $68 

  ⿊あわび柔らか煮 

 

 

 

 

 

 

・Miyazaki Wagyu Sirloin Shabu Shabu $98 

宮崎和⽜サーロインしゃぶしゃぶ（100g） 
・Kagoshima Black Pork loin Shabu Shabu $45 

かごしま⿊豚ロースしゃぶしゃぶ（120g） 
・Seasonal Fish hot pot  Market Price 

旬の鮮⿂の⼩鍋（⼀⼈前） 

・Miyazaki Wagyu Sirloin Sukiyaki $118 

宮崎和⽜サーロインすき焼き鍋 （100g） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Charcoal grilled Seasonal Fish  Market Price 
旬の鮮⿂炭⽕焼き 

・Charcoal grilled Wagyu Beef tongue $26 

和⽜タン炭⽕焼き 
・Charcoal grilled Japanese Black Pork $38 

かごしま⿊豚ロース炭⽕焼き 
・Soft grilled Miyazaki Wagyu Beef Tenderloin  $118 

宮崎和⽜フィレたたき（100g） 

・Smoked Miyazaki Wagyu Beef Tenderloin $118 
宮崎和⽜フィレわら焼き（100g） 

・Charcoal grilled Miyazaki Wagyu Beef 
宮崎和⽜炭⽕焼き 

サーロイン Sirloin   $98/100g     
フィレ Tenderloin   $118/100g 

・Charcoal grilled Australia Tomahawk (Minimum 1 block)

オーストラリア和⽜トマホーク炭⽕焼き $15/100 

 

 

 

 

 

・Minced Miyazaki Wagyu Teriyaki Sandwich  $38 

宮崎和⽜照り焼きハンバーグサンドイッチ 

・Miyazaki Egg Sandwich  $20 

宮崎⽟⼦サンドイッチ 

・Thick Cut Pork Cutlet Sandwich  $32 

厚切りポークカツサンドイッチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All item are subject to 10% service charge and prevailing government tax 

 

 

・Seafood Sushi Roll   $48 

海鮮中巻き寿司 

・Garlic Fried Rice   $20 

ガーリックチャーハン 

・Miyazaki Wagyu Garlic Fried Rice $68 

宮崎和⽜ガーリックチャーハン 

・Seafood Fried Rice   $38 

海鮮チャーハン 

・Today’s Clay Pot Rice  Market Price 

本⽇の釜飯（⼀合） 

・Miyazaki Wagyu w Truffles Clay Pot Rice Market Price 

宮崎和⽜とトリュフの釜飯（⼀合） 

・Japanese Eel Clay Pot Rice  $48 

三河産 鰻とごぼうの釜飯（⼀合） 

・Plain Clay Pot Rice   $16 

釜炊き⽩ご飯（⼀合） 

 

 

 

 

・Black & White Truffle Chocolate $18 

ブラック＆ホワイトトリュフチョコレート

・Japanese Muskmelon   1/8 pc $28   1/4 pc $50 

静岡マスクメロン 

・Assorted Japanese Fruits  $38〜 

⽇本の果物盛り合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

・Buckwheat Soba (Hot or Cold)  $22 

  新潟ふのり蕎⻨（温・冷） 

・Udon (Hot or Cold)   $19 

  讃岐うどん（温・冷） 

・Cold Japanese fine noodles  $19 

  冷やし素麺 

・Cold Japanese fine noodles with Citrus $28 

  冷製すだち素麺 

・Japanese fine noodles soup  $19 

  煮麺 

・Japanese fine noodles seasonal fish soup $38 

  旬の⿂の煮麺 

 

 

 

 

・Green Tea Ice cream   $9 

抹茶アイスクリーム 

・Ricotta Cheese Ice cream  $9 

リコッタチーズアイスクリーム 

・Passion fruit Banana Ice cream  $9 

パッションフルーツバナナアイスクリーム 

・Earl Grey Ice cream   $9 

アールグレーアイスクリーム 

・Whiskey Ice cream   $10 

ウイスキーアイスクリーム 

・Ice cream with Yamazaki whiskey  $25 

⼭崎ウイスキーアイスクリーム 

・3 kinds of Mini Japanese Ice cream Wafers $12 

プチアイスクリームもなか三種 

 

 

 

 

 

 

 

 


