
 

 

(n) contains nuts  (g) contains gluten  (v) vegetarian 

 
(n) ナッツ類使用  (g) グルテン使用   (v) ベジタリアン 

 
The Peninsula Tokyo will make a one-for-one meal donation to communities in need through partnership with the local charities, Second Harvest Japan and Hands On Tokyo. Thank you for your support. 

1フォー1ミールとして、セカンド･ハーベストジャパンとハンズオン東京へ、１食につき１食分を寄付いたします。皆様の温かなご支援に感謝申し上げます。 

Prices are inclusive of consumption tax and 15% service charge. 
上記料金には消費税とサービス料15%が含まれています。 

 

 

 

 
 

--- A   P   P   E   T   I   Z   E   R   S --- 

Red Snow Crab Cake 
coriander, tsukemono tartar sauce, lemon (g) +1,725 

Kumamoto Horse Steak Tartar 
‘nduja espuma, crudité, black garlic purée (g) +1,955 

Shizuoka Salmon Trout Gravlax 
asparagus, poached quail egg, tapenade, salsa verde (g) 

Japanese New Bonito 
tataki, bamboo shoot, endive salad, sweet chili mayonnaise 

Caesar Salad 
mixed lettuce, crouton, atsugi bacon, parmigiano (g) 

Uenohara Farm Salad 
organic seasonal vegetables, onion-apple dressing (g, v) 

Hokkaido Inka Potato Soup 
fried onion, chive (g) 

--- M   A   I   N   S --- 

Ainame 
sautéed, asparagus, mizuna and radish salad, herb butter sauce 

Gifu Hida Okumino Kojidori Chicken Breast 
poached, apricot, white beans, cabbage, bacon garbure-style 

Okinawa Kibimaru Pork Belly 
braised with pineapple, asparagus, mashed potato 

coriander salad, relish sauce (g) 

Kizuna Beef Rump 
slow-cooked, pickled red onion, seasonal vegetables 

horseradish cream, sherry vinegar, parmigiano crumble (g) 

Peter Wagyu Burger 
black beer bun, irish porter cheese, onion, tomato 

choice of plain or sweet potato french fries (g) 

Artisan Linguine 
anchovy, pine nut, semi-dried tomato, raisin, fennel 

orange-garlic crust (g) 

Japanese Beef Sirloin 
grilled, sugar spice, chimichurri (g) 140g +3,680 

Wagyu A3 Tenderloin 
grilled, sansho pepper sauce 120g +7,130 

Hyogo Kobe A4 Sirloin 
grilled, pepper cream sauce 120g +18,400 

--- D   E   S   S   E   R   T --- 

New York Cheesecake 
berry compote, bergamot sorbet (g, n) 

Shizuoka Muskmelon 
vacherin, tonka beans blancmange, cantaloupe jelly 

champagne sorbet (n) 

Caprese 
mozzarella, gazpacho, basil crumble 
balsamic, salted tomato sorbet (g, n) 

Seasonal Fruit & Sorbet (v) 
 

 

-- A   P   P   E   T   I   Z   E   R   S --- 

紅ずわい蟹のクラブケーキ 
コリアンダー 漬物のタルタルソース レモン (g) +1,725 

熊本県産馬肉ステーキのタルタル 
ンドュイヤのエスプーマ クリュディテ 黒大蒜ピューレ (g) +1,955 

静岡県産サーモンのグラブラックス 
アスパラガス 鵜卵のポーチ タプナード サルサヴェルデ (g) 

初鰹のたたき 
筍 アンディーブサラダ スイートチリマヨネーズ 

シーザーサラダ 
ミックスレタス クルトン 厚木ベーコン パルミジャーノ (g) 

うえのはら農園オーガニックサラダ 
オニオンアップルドレッシング (g, v) 

北海道産インカのめざめのスープ 
玉葱のフライ チャイブ (g) 

--- M   A   I   N   S --- 

アイナメのソテー 
アスパラガス 水菜とラディッシュサラダ 香草バターソース 

岐阜県飛騨産 奥美濃古地鶏胸肉のポーチ 
アプリコット 白いんげん豆 キャベツ ガルビュール風ベーコン 

沖縄県産キビまる豚バラ肉のパイナップル風味ブレゼ 
アスパラガス マッシュドポテト 

コリアンダーのサラダ レリッシュソース (g) 

しあわせ絆牛ランプの低温調理 
赤玉葱のピクルス 季節の野菜 

西洋山葵クリーム シェリービネガー パルミジャーノクランブル (g) 

Peter 和牛バーガー 
黒ビールバンズ アイリッシュポーターチーズ オニオン トマト 

プレーン または スイートポテトのフライドポテト (g) 

アルチザンリングイネ 
アンチョビ 松の実 セミドライトマト レーズン フェンネル  

オレンジとガーリックのクラスト (g) 

国産牛サーロインのグリル 
シュガースパイス チミチュリ (g) 140g +3,680 

和牛 A3 フィレ肉のグリル 
山椒ペッパーソース 120g +7,130 

兵庫県産神戸牛 A4 サーロイン 
胡椒クリームソース 120g +18,400 

--- D   E   S   S   E   R   T --- 

ニューヨークスタイルチーズケーキ 
ベリーコンポート ベルガモットソルベ (g, n) 

静岡県産マスクメロンのヴァシュラン 
トンカ豆風味のブランマンジェ 赤肉メロンゼリー 

シャンパンソルベ (n) 

カプレーゼ 
モッツァレラ ガスパチョ バジルクランブル  

バルサミコ酢 塩トマトソルベ (g, n) 

季節のフルーツ&シャーベット (v) 

Lunch M
enu 

Dom Pérignon Vintage 2008 Free Flow 
ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2008 フリーフロー 

+18,975 (90 minutes) 

4 Courses 
8,602 

3 Courses 
6,325 
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