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apex m e n u
seasonal oyster
季節の牡蠣

a study of be ef
crispy tendon
beef onion dip
クリスピーテンドン

hirame sashimi

ビーフオニオンディップ

平目

wagyu taste

snow scallop

cloud mushroom / caper
和牛テイスト

北海道産帆立

茸 ケッパークリーム

spring lamb shank
仔羊のブレイズ

ox tongue

trout roe / dill / cedar

wagyu taste
和牛テイスト

shirako

牛タン
マス卵

ディル シダオイル

uni toast

brioche / smoked oxtail / 1k island

白子

雲丹トースト

spanish mackerel

ブリオッシュ オックステイル

サウザンアイランド

鰆

foie gras
フォアグラコンフィ

dry-aged american beef

brandy peppercorn / leek fondue / herb salad
ドライエイジドアメリカンビーフ
ブランデーグリーンペーパーソース

ポワロ ハーブサラダ

dry-aged american beef
ドライエイジド

ビーフ

carrot cake

cream cheese / pecan / carrot caramel

selection of cheese
チーズの盛合せ

rhubarb soup
ルバーブスープとレモンケーキのラスク

キャロットケーキ
クリームチーズ ピーカン

キャロットキャラメル

12000
wine pairing ワインペアリング 6000

24000
wine pairing ワインペアリング 11500

executive chef james brownsmith @chef_brownsmith
chef de cuisine daisuke itagaki | sous chef jessie lugo

bite s
hirame sashimi

white beets / violets / osthmanthus / karasumi 1200

平目

白ビーツ

uni toast

smoked oxtail / brioche / 1k island 1200

雲丹トースト

スモークオックステイル ブリオッシュ サウザンアイランド

seasonal oyster

leek blanquette / celery / trout roe 500

季節の牡蠣

ポワロ

wagyu taste

charcoal seared / crispy cloud mushroom / caper cream 2000

和牛テイスト

炭炙り

スミレ

セロリ

キンモクセイ からすみ

マスの卵

クリスピーマッシュルーム

ケッパークリーム

be fo re b eef
spring lamb shank

artichoke barigoule / walnuts / fresh cheese / oxalis 1600

仔羊のブレイズ

アーティチョークのバリグール くるみ フレッシュチーズ

snow scallop

cauliflower soubise / whelk-hazelnut gremolata / coriander 2300

北海道産帆立

カリフラワーソース

dry-aged kyoto duck

wild pepper / pea-matcha foam / yuzu-madiera jus 2600

熟成京鴨

黒胡椒

ash caesar

pepper-cured yolk / bagna cauda / parmesan puff 1200

シーザーサラダ

黄味の胡椒風味

foie gras

rum-raisin / hazelnut puree / ichigo 1900

フォアグラコンフィ

ラムレーズン

shirako

foraged mushrooms / potato espuma / truffle 2800

白子

信州茸

beef tongue

cedar / trout roe / natural jus / fjord potato / dill 1500

牛舌

シダオイル

オキザリス

ヘーゼルナッツグレモラータ コリアンダー

豆と抹茶のフォーム

柚子とマデイラ酒のジュ

バーニャカウダ パルメザンチーズパフ

ヘーゼルナッツピュレ

いちご

ポテトエスプーマ トリュフ

マスの卵 マーブルポテト ディル

spanish mackerel

spring peas / herb butter / marrow crust 2000

鰆

春の豆類

ハーブバター

マロークラスト

consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs increase your risk of foodborne illness
完全に火を通してない肉や海産物や卵をご提供しております。生ものでご体調を崩しやすい方はお気を付けくださいませ。

ame ri c a n be ef
greater omaha tomahawk

serves 3-4 / butternut squash / yuzu-browned butter 24000

グレーターオマハ トマホーク

３～４名様で

certified angus beef
filet 8oz

bordelaise / chives 7500

サーティファイド

アンガスビーフ

フィレ

creekstone farms
bone in ribeye 18oz
クリークストーン ボーン

イン

バターナッツスクワッシュ 柚子ブラウンバター

ボルドレーズ チャイブ

sansyo demi / watercress / grilled lemon 9500
リブアイ

山椒デミ クレソン グリルレモン

schmitz ranch
new york strip 10oz

marble potato / truffle mustard / beef suet 7500

シュミッツランチ ニューヨークストリップ

マーブルポテト トリュフマスタード

牛脂

g r e a t e r o m a h a dr y - a g e d b e e f
bone-in new york 14oz

plum glace / cultured butter / black garlic 12000

ボーン

梅干し 発酵バター 黒にんにく

イン ニューヨーク

t-bone 18oz

brandy peppercorn / leek fondue / herb salad 15000

Ｔ－ボーン

ブランデーグリーンペーパーソース

bone in filet 10oz

onion glace / grilled cippolini / chive 9500

ボーン

グレースオニオン グリルチッポリーニ チャイブ

イン フィレ

ポワロ ハーブサラダ

add seared foie gras to any steak 3000
各ステーキにフォアグラシアードのトッピング 3000

priva t ely f arm ed w agyu
all wagyu is cut to order, in 3oz increments and served with a tasting of salts
和牛は 85グラムごとに注文に合わせてカットし、6 種の塩でお楽しみいただけます

hokota farm

茨城県 ibaraki

pref. a5 7500
meijin-hitachi wagyu

鉾田牧場

名人

ocean farm

三重県

常陸和牛

mie pref. a5

8500

matsuzaka wagyu

オーシャンファーム

松阪牛

sakurai farm

長野県 nagano

pref. a5

7500

shinshu wagyu

さくらい牧場

信州和牛（牝）

takanashi farm
タカナシ牧場

千葉県

chiba pref. a5
kazusa wagyu

7500

かずさ和牛

chateau uenae
シャトー植苗

北海道 hokkaido

pref. a5 7800
hokkaido snow beef wagyu
北雪和牛

sid es

1400

braised greens

marrow / yama gobo / chardonnay vinegar

野菜のブレイズ

マロー 山ごぼう シャルドネヴィネガー

mashed potatoes

dry-aged gravy / tendon

マッシュポテト

ドライエイジドグレービー 牛腱

wild mushrooms

yuzu soy / chive

マッシュルーム

柚子醤油

macaroni and cheese

4 cheeses / snowcrab / brown butter ‘panko’

マカロニチーズ

四種のチーズ ズワイ蟹 ブラウンバターパン粉

broccoli

cauliflower / cabbage chips / black garlic

ブロッコリー

カリフラワー キャベツチップ 黒にんにく

shichimi fries

truffled egg hollandaise

七味フライズ

黒七味 トリュフのオランデーズ

チャイブ

