NZ Meat Board

NZ
Board

2,400 yen

NZミート ボード < 肉の前菜盛り合わせ >

silver fern beef bresaola / smoked lamb tongue / merlot steeped venison “tataki” /
hangi cooked maori potato crocket / venison terrine / smoked ham /
sweetbread of lamb / iberico chorizo / manuka honey chutney
ブレサオラ / ラムのタンのスモーク / 鹿肉のたたき 山わさび /
マオリ芋のコロッケ / 鹿肉のテリーヌ / スモークハム /
リードアニョーのソテー / マヌカハニーのラリッシュ添え

Kapiti Cheese board

2,000 yen

カピティ NZ産チーズボード 3種の盛り合わせ
served with lavosh, dried fruit

ラボッシュ / ドライフルーツ

Classic "Fish and chips"
w calamari and tartar sauce

2,800 yen

Pan-fried Ora-king salmon
w mussels and wild rice

2,800 yen

Hangi (ask your waiter) for 3~4 person

4,200 yen

Beef wellington

3,200 yen

Zealander"クラッシックフィッシュ&チップス"

オラキングサーモンのソテー
ムール貝とワイルドライスのサラダ

Big
share
plate
for2~3p

マオリ伝統料理"ハンギ"
ビーフウエリントン

牧草牛フィレ肉のパイ包み焼き

Grilled lamb loin 150g w todays vegetable

3,200 yen

Grilled NZ grass fed beef 200g
w portobello mushroom, cafe de paris butter

3,600 yen

Grilled Australian “Wagyu” 200g

3,600 yen

ラムロインのグリル150g

NZ産牧草牛リブアイのグリル200gと
ポルトベーロマッシュルーム
特選AUS産 和牛のグリル 200ｇ

"Classic pavlova"

900 yen

クラッシック パブロバ

サクサクのメレンゲと生クリーム&フルーツの伝統的スイーツ

Sweet
share
plate

Lamington

500 yen

NZ fresh cream cheese cake w kiwi fruit

600 yen

ラミントン
NZ産フレッシュチーズケーキとキウイフルーツ

Todays sorbet and ice cream

1scoop / 400yen

本日のソルベ / アイスクリーム

Executive chef Koji Fukuda

EAT UP

Need a pick me up come in for some grab
NZ oyster w shallot sauce and lemon wedge

NZ
Raw
Bar

1P 600 yen
NZ産フレッシュオイスター レモンとエシャロットのソース 6P 3,000 yen
12P 5,400 yen

Ora king salmon carpaccio

1,700 yen

NZ grass fed beef carpaccio, green sauce

1,800 yen

Kiora salad

1,200 yen

オーラキングサーモンのカルパッチョ ジーランダースタイル
NZ産牧草牛 赤身肉のカルパッチョ仕立て

キオラサラダ

しっとり仕上げた鶏ムネ肉の具沢山サラダ

Todays vegetable

1200 yen

本日の焼き野菜

Small
share
plate

NZ green lip mussel w green coconut curry

NZ産ムール貝の蒸し煮 グリーンカレーソース

1/2 pound 1,200 yen
1 pound 2,400 yen

Steak and cheese pie

1,300 yen

Lamb meat ball pasta

1,600 yen

BBQ pork belly w jasmine rice and chili

1,400 yen

Scallops and AUS Wagyu beef tortellini w fish broth

1,500 yen

ステーキアンドチーズパイ
ラムミートボールの自家製フィットチーネ
豚バラ肉のBBQグリル ジャスミンライス添え
帆立貝と豪州産和牛のトルテリーニ ブイヤベース仕立

Cumin spiced lamb chop

1P 600 yen

NZ産ラムチョップのクミン焼き
mint sauce or harrisa yogurt

ミントソース / ハリッサヨーグルトどちらかをお選びください。

BBQ lamb rib w coriander

1P 600 yen

BBQ ラムのスペアリブ コリアンダー

Little
bite

Green olive and goats feta

600 yen

Truffle and Parmesan fries

800 yen

Iceberg lettuce w yuzu,black pepper

600 yen

Manuka honey roasted sweet potato

600 yen

グリーンオリーブとヤギのフェタチーズ
トリュフとパルメザンチーズのフレンチフライ
アイスバーグレタス 柚子とペッパーのソース
クマラのマヌカハニーロースト

