7.01.2017

bu si n e s s t i m e

appetizers

caesar salad
黄味の胡椒風味

シーザーサラダ
パルメザンチーズパフ

バーニャカウダ

dry-aged beef consomme
ドライエイジドビーフコンソメ

choice of entree
メインをお選び頂けます

certified angus prime rib /

サーティファイド

アンガスビーフ

プライムリブ

rosemary jus / horseradish / confit potatoes
ローズマリーのジュ

西洋わさび

ポテトコンフィ

or

onaga snapper /

尾長鯛

korinki squash / lemongrass foam / tomato
コリンキー

レモングラスフォーム

トマト

or

greater omaha shortrib “burger” /

ショートリブバーガー

pickles / shichimi french fries
ピクルス

七味フレンチフライ

dessert

chocolate semifreddo
イタクジャチョコレート
ココナッツクッキー

パッションフルーツ

レモングラス

coffee or Tea / コーヒー又は紅茶

4000 （税サ込）

executive chef james brownsmith @chef_brownsmith
chef de cuisine daisuke itagaki | sous chef masaru azumaya

8.02.2017

b it es
hamachi shot

fennel / apple ponzu / wasabi

ハマチ

フェンネル

uni toast

smoked oxtail / brioche / 1k island

雲丹トースト

スモークオックステイル

beef and carrot maki

pickled carrot / yuzu kosho / ossetra caviar

牛肉のタタキタルタル

人参のピクルス

wagyu taste

komatsuna / sesame / roasted nutmeg

和牛テイスト

小松菜

リンゴポン酢

ゴマ

500

ワサビ

ブリオッシュ

柚子胡椒

1400

サウザンアイランド
1000

オシェトラキャビア
1000

ローストナツメグ

s o up | sa lad
shellfish chowder

abalone / scallop / hamaguri clam / shiso

貝類のチャウダー

アワビ

ash caesar

onsen egg / bagna cauda / parmesan puff / pepper-cured yolk

シーザーサラダ

温泉卵

seasonal greens

carrot dengaku / sorrel / angelica vin

シーズナルグリーンサラダ

人参田楽

帆立

ハマグリ

バーニャカウダ

ソレル

1600

紫蘇

パルメザンチーズパフ

黄味の胡椒風味
1300

アンジェリカビネガー

b e for e b eef
ceviche

octopus / reef squid / aji / couscous

セビーチェ

水だこ

cajun fried oysters

oyster remoulade / grilled cabbage / jamón serano

スパイシーフライドオイスター

オイスターのレムラード

beef tongue

mustard greens / radish / yogurt

牛舌

マスタードグリーンズ

onaga snapper

アオリイカ

真鯵

1500

クスクス

キャベツのグリル

黒大根

ハモンセラーノ
1500

ヨーグルト

korinki squash / lemongrass foam / tomato

尾長鯛

コリンキー

レモングラスフォーム

jidori onsen egg

sunchoke / summer truffle / dill

地鶏の温泉卵

菊芋

サマートリュフ

1700

2300

トマト
1800

ディル

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。

1200

8.02.2017

ALEXANDER’S STEAKHOUSE be e f
Alexander’s Steakhouse Tokyo serves only the highest quality beef. Our chefs have meticulously curated our
program to include a range of heritage breeds from around the world, and from only the most reputable and
sustainable ranchers. Each steak is grilled over open fire with a choice of accompaniements.
アレクサンダーステーキハウスでは最高品質且つ、安定した供給が可能な牛肉を提供しております。
また、伝統的な品種を含む、様々な牛の種類の管理プロブラムに細心の注意を払っております。

c h o o s e your sauce
shoyu / fresh wasabi

醤油

すりおろしわさび

sansyo demi / watercress/ lemon

山椒デミグラスソース

クレソン レモン

brandy peppercorn sauce / leek fondue

ブランデーペッパーコーンソース ポワロのフォンデュ

demi glace / cultured butter

デミグラスソース 発酵バター

ribey e
greater omaha tomahawk, black angus

high choice, nebraska, usa, grain fed, 28days, 32oz

グレーターオマハ トマホーク, ブラックアンガス

アメリカ合衆国 ネブラスカ州 / ハイチョイス / 穀物飼育 / 28日熟成 / 32oz

1881

omaha hereford, hereford

prime, nebraska, usa, grain fed, 55days, 16oz

20000

9500

1881 ヘレフォードオマハ, ヘレフォード

アメリカ合衆国 ネブラスカ州 / プライム / 穀物飼育 / 55日熟成 / 16oz

schmitz ranch, red angus

prime, california, usa, grain fed, 75day, 16oz

シュミッツランチ, レッドアンガス

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 / プライム / 穀物飼育 / 75日熟成 / 16oz

hokota farm, kuroge wagyu

A5, hokota, ibaraki, japan, grain fed, 3oz

鉾田ファーム, 常陸黒毛和牛

茨城県 / 常陸A5 /穀物飼育 / 3oz

8500

7500

ten der l o in
cab, black angus

high choice, nebraska, usa, grain fed, 8oz

サーティファイドブラックアンガス

アメリカ合衆国 ネブラスカ州 / ハイチョイス / 穀物飼育 / ８oz

chateau uenae, kuroge wagyu

A5, snow beef, hokkaido, japan, grain fed, 3oz

シャトー植苗, 黒毛和牛

6500

8500

北海道 / 北雪和牛A5 / 穀物飼育 / 3oz

sirloi n
schmitz ranch strip, holstein

prime, california, usa, grain fed, 8oz

シュミッツランチ, ホルスタイン

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 / プライム / 穀物飼育 / 8oz

greater omaha t-bone, black angus

prime, nebraska, usa, grain fed, 75day, 18oz

グレーターオマハ, tボーン, ブラックアンガス

アメリカ合衆国 ネブラスカ州 / プライム / 穀物飼育 / 75日熟成 / 18oz

greater omaha new york, black angus

prime, nebraska, usa, grain fed, 75day, 14oz

グレーターオマハ, ニューヨーク, ブラックアンガス

アメリカ合衆国 ネブラスカ州 / プライム / 穀物飼育 / 75日熟成 / 14oz

takanashi farm, kuroge wagyu

A5, kazusa, chiba, japan, grain fed, 28day, 3oz

タカナシファーム, かずさ黒毛和牛

千葉県 / かずさ和牛A5 / 穀物飼育 / 28日熟成 / 3oz

7000

15000

11000

7500

8.02.2017

alexander’s steakhouse signatures
perfect porterhouse

17500

14 oz dry age new york strip / 8 oz wet age filet / roasted bone marrow
熟成ニューヨークストリップ14oz

ウェットエイジングフィレ8oz

A5 wagyu trio

22000

ボーンマローのロースト
3oz of each

hokota farm, ibaraki / chateau uenae, hokkaido / takanashi farm,
鉾田ファーム 茨城県 常陸和牛

/

シャトー植苗 北海道 北雪和牛

CHIBA
タカナシファーム 千葉県 かずさ和牛

/

beef e n h a n ce m e nt
seared foie gras 50g

pan-seared / chives

フォアグラシアード

パンシアード

2500

チャイブ

roasted bone marrow

dijon mustard / savory panko

ボーンマローのロースト

ディジョンマスタード

1800

香ばしいパン粉

grilled half lobster

dynamite sauce / nori / coriander

ハーフロブスターのグリル

ダイナマイトソース

sid e di sh es

海苔

3500

コリアンダー

1400

corn

coriander / tokyo negi / lime

トウモロコシ

コリアンダー

confit potatoes

katsuo bits / roasted garlic cream / chives

ポテトコンフィ

鰹節

東京葱

ライム

ローストガーリッククリーム

チャイブ

wild mushrooms

yuzu soy / chive

マッシュルーム

柚子醤油

uni rice

onsen egg / furikake / negi

ウニライス

温泉卵

green beans

pancetta / crispy shallot / citrus-soy

グリーンビーンズ

パンチェッタ

shichimi fries

BLACK SHICHIMI

七味フライ

黒七味

チャイブ

ふりかけ

葱

クリスピーシャロット

シトラス醤油

/ truffle hollandaise

トリュフのオランデーズ

