
 

コーヒー または 紅茶 または ハーブティ 

 

レディースランチ 

Ladies Lunch

 

スターゲイト特製 フルーツノンアルコールカクテル 

 

 

 

＜以下よりお好みのメニューを 1品お選びいただけます＞ 

 

9種の一口前菜盛り合わせ 

 

本日のパスタ 

 

 
＜以下よりお好みのメインデッシュを 1品お選びいただけます＞ 

 
 

牛ヒレ肉のグリル リヨネーズソース 
 
 

本日の魚のグリル 甘黄パプリカソース 
 

 
 
 

＜以下よりお好みのデザートをお選びいただけます＞ 
 
 

しぼりたて「シルクモンブラン」 
 
 

バニラアイス ワッフル添え ベリーソース 

 

※プレミアクラブを含む、すべての割引対象外 

※上記料金は消費税（10％）・サービス料（10％）が含まれています。 

※男性は、常時￥3,000 となります。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

 

 
自家製パン 

 
 

月・火曜日限定 ※要予約 

￥2,300 



 
＜以下よりお好みのメニューを 1 品お選びいただけます＞ 
Please choose 1 of your favorite menu from the following. 

 

Clair 

9 種の一口前菜の取り合わせ 
Assorted Appetizers 

 
＜以下よりお好みのメニューを 1 品お選びいただけます＞ 
Please choose 1 of your favorite menu from the following. 

本日の魚のグリル 甘黄パプリカソース 
Grilled Fish of the with Yellow Paprika Sauce 

 

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

ケーキ 2 種類盛り合わせ 
Assorted 2 Kinds of Cakes 

*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
 
 

クレール 

コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 

自家製パン 
Bread 

本日のパスタ 
Pasta of the Day 

牧草牛のバベットステーキ リヨネーズソース 
Grass-Fed Bavette Beef Steak with Lyonnaise Sauce 

￥3,000 



 

 
＜以下よりお好みのメニューを 1 品お選びいただけます＞ 
Please choose 1 of your favorite menu from the following. 

牛ヒレ肉のグリル 赤ワインビネガーソース 
Grilled Beef Fillet, Red Wine Vinegary Sauce 

本マグロのグリル 南仏風ソース 
Grilled Tuna with Southern French Sauce 

コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 

マルシェ 

Marche 
9 種の一口前菜の取り合わせ 

Assorted Appetizers 

自家製パン 
Bread 

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 
*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
 
 

￥4,000 

本日のスープ 
Soup of the Day 

牛サーロインのグリル ジュドブッフソース レフォールのアクセントで 
Grilled Beef Sirloin, Sauce Jus de boeuf with Horseradish 

フランス産シャラン鴨骨付モモ肉コンフィ イチジクのバルサミコソース 
Challandals Duck Leg Confit, Balsamic Fig Sauce 

しぼりたて「シルクモンブラン」 
"Mont Blanc" Freshly Squeezed Chestnut Cream 



 

 
＜以下よりお好みのメニューを 1 品お選びいただけます＞ 
Please choose 1 of your favorite menu from the following. 

香川県産黒毛和牛”オリーブ牛”ロースのグリル 黒オリーブのコンディマン 
アルマニャック香る赤ワインソース 

Grilled WAGYU Olive Beef Loin, Black Olive Condiment 
Armagnac and Red Wine Sauce 

香川県産 和三盆クリームのフィナンシェショコラとバニラアイス 
Financier Chocolate made with WASANBON Cream and Vanilla Ice Cream 

コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 

香川フェアランチ 

Kagawa Fair Lunch 

“小豆島 島鱧”のフリットとフォアグラのソテー 青紫蘇とトリュフのソース 
Conger Fritter and Sauteed Foie gras, Green Perilla and Truffle Sauce 

“讃岐さーもん”のエスカロップ オゼイユソース ラングスティーヌのラビオリ 
Salmon Escalope with Sorrel Sauce, Langoustine Ravioli 

本日のスープ 
Soup of the Day 

 

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

 
*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
 
 

￥4.800 

自家製パン 
Bread 

 

期間限定｜Limited Time Only 
 



 

 
＜メインディッシュは、以下の肉料理と魚料理をワンプレートで＞ 

 

コーヒー または 紅茶 
 

Ｇ.Ｗ.特別ランチ 

浅利のサフランクリームスープ 

 

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

 
*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
 
 

￥6,000 

自家製パン 
 
 

 期間限定｜Limited Time Only Menu  

カナダ産オマール海老のポワレ アメリカーヌソース 

＆ 

オーストラリア産牛フィレ肉のロッシーニ風 ペリグーソース 
 

しぼりたて「シルクモンブラン」 

※ 5.1（土）～5（水・祝） 
 

9 種の一口前菜盛り合わせ 

（※プレミアクラブを含む、すべての割引対象外） 



 セゾン 

Saison 
アミューズ 
Appetizer 

サーモンとラタトゥユのパートブリック包み焼き 香草入りブールブランソース 
Wrapped Salmon & Ratatouille in Pate Brick, Herb Beurre Blanc Sauce 

ポタージュ クレシー クミンのエミュルション 
Potage Crecy with Cumin Foam 

スズキのソテー ポム・ゴーフレット 浅利のヴァンブランソース 
Sauteed Sea Bass with Potato Chips, White Wine Clam Sauce 

グラニテ 
Sorbet 

 
＜以下よりお好みのメニューを 1 品お選びいただけます＞ 
Please choose 1 of your favorite menu from the following. 

オーストラリア産牛ヒレ肉（※）のグリル マスタード香るマデラソース  
筍のロースト添え 

Grilled Fillet of Australian Beef(※), Mustard Madeira Sauce,  
served with Roasted Bamboo Shoot 

 蜂蜜をラケした合鴨のロースト モリーユ茸のソース 
皮付きエシャロットのキャラメリゼ 

Honey Roast Duck, Morel Sauce,  
Caramelized Shallots in Skins 

 オーストラリア産牛ヒレ肉（※）のグリル フォアグラソテー添え トリュフソース 
（プラス￥1,000 にてお選びいただけます。） 

Grilled Fillet of Australian Beef served with Foie gras and Truffle sauce (Extra 1,000yen required.) 

￥8,000 

※牛ヒレ肉は、国産牛（プラス￥1,500）和牛（プラス￥3,500）にご変更できます。 
*For 1,500yen extra, you can change to Domestic Beef. For 3,500yen extra, you can change to “WAGYU” Beef. 

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 

しぼりたて「シルクモンブラン」 
"Mont Blanc" Freshly Squeezed Chestnut Cream 

 コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 

自家製パン 
Bread 



 

コーヒー または 紅茶 
 

フォアグラテリーヌのキャラメリゼ バニュルスの雫 

 

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

 
*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 
 
 

￥10,000 

自家製パン 
 
 

国産牛フィレ肉 ヘーゼルナッツのクルート焼き マデラソース 

しぼりたて「シルクモンブラン」 

アミューズ 

雲丹のフランとふかひれ シェリー香るコンソメスープを注いで 

舌平目とオマール海老のデュグレレ風 

グラニテ 

エモシオン 

Emocion 
 

※要予約 

※記載は、5.1（土）～5（祝･水）のメニューです。 



 

エモシオン 

国産牛ヒレ肉のグリル 季節の野菜添え ペリグーソース 
Grilled Fillet of Domestic Beef served with Seasonal Vegetables, Sauce Perigueux 

Emocion 
 

リ・スフレを纏った真鯛とオマール海老のロースト アルベールソース 
Puffed-Rice Coated Sea Bream and Roasted Lobster with Albert Sauce 

グラニテ 
Sorbet 

アミューズ 
Appetizer 

コーヒー または 紅茶 
Coffee or Tea 

自家製パン 
Bread 

 

※上記料金は消費税（10%）・サービス料（10%）が含まれています。 

※食材のアレルギーなどをお持ちのお客様は、その旨スタッフまでご用命ください。 

*The above price includes Tax (10%) and Service charges (10%). 
*We would be glad to consider changing the ingredients if you have food 
allergy. 

フォアグラのデクリネゾン ブリュレとポワレ ルビーポルト酒のソース 
Foie gras Brulee and Poire, Ruby Port Wine Sauce 

￥10,000 

しぼりたて「シルクモンブラン」 
"Mont Blanc" Freshly Squeezed Chestnut Cream 

 

雲丹のフランとタピオカ シェリー香るコンソメスープを注いで 
Sea Urchin Flan and Tapioca with Sherried Consommé Soup 

 
 

※要予約 

※記載は、5.6（木）～のメニューです。 
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