
 

(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 

 

Prices are inclusive of consumption tax and 15% service charge. 

 

 

 

 

 

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

Red Snow Crab Cake 
coriander, tsukemono tartar sauce, lemon (g) +1,750 

Kumamoto Horse Steak Tartar 
‘nduja espuma, crudité, black garlic (g) +2,000 

Shizuoka Salmon Trout Gravlax 
burdock purée and chips, hazelnuts, blue cheese (g, n) 

Sweet Potato 
chips and purée, burrata, caramelized pineapple (g) 

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

Peter Style Salad 
organic seasonal vegetables, onion-apple dressing (g, v) 

Fermented Mushroom Soup 
shiso, kagawa olive oil (g) 

--- M   A   I   N --- 

John Dory 
pan-fried, apple, pumpkin-cinnamon gnocchi 

cashew nuts, black vinegar and sesame oil (g, n) 

Gifu Hida Okumino Kojidori Chicken Breast 
grilled, roasted turnip, chauke miso and port wine cream sauce 

Okinawa Kibimaru Pork Belly 
grilled, braised trevise, pickled lotus root, mint 

tomato-kombu bearnaise (g) 

Kizuna Beef Rump 
slow-cooked, sautéed cauliflower and spicy purée 

mix berry sauce 

Peter Wagyu Burger 
brioche buns, hokkaido raclette cheese, onion, mushroom 

choice of plain or sweet potato french fries (g) 

Artisan Linguine 
tomato and cod ragoût, caper, squid (g) 

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

Wagyu A3 Tenderloin 
grilled 120g +7,130 

Hyogo Kobe A4 Sirloin 
grilled 120g +18,400 

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

Japanese Lemon 
mousse, campari, meringue, tequila sauce (g, n) 

Kagawa E.V.O.O. 
mimolette cheese lamington-style, brandy raisin, olive oil ice cream (g, n) 

Mont Blanc 
cassis, marron purée, rum ice cream, spicy red wine sauce (g, n) 

Seasonal Fruit & Sorbet (v) 
 

 

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

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) +1,750 

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 (g) +2,000 

静岡県産サーモンのグラブラックス 
牛蒡のピューレとチップス ヘーゼルナッツ ブルーチーズ (g, n) 

薩摩芋 
チップスとピューレ ブッラータ パイナップルキャラメリゼ (g) 

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) 

Peter スタイルサラダ 
オーガニック野菜 オニオンアップルドレッシング (g, v) 

熟成マッシュルームスープ 
紫蘇 香川県産オリーブオイル (g) 

--- M   A   I   N --- 

的鯛のパンフライ 
林檎 南瓜とシナモン風味のニョッキ 

カシューナッツ 黒酢 セサミオイル (g, n) 

岐阜県飛騨産 奥美濃古地鶏胸肉のグリル 
蕪のロースト 茶うけ味噌とポートワインのクリームソース 

沖縄県産キビまる豚バラ肉のグリル 
トレビスのブレゼ  蓮根ピクルス ミント 
トマトと昆布風味のベアルネーズ  (g) 

しあわせ絆牛ランプの低温調理 
カリフラワーのソテーとスパイシーピューレ 

ミックスベリーソース 

Peter 和牛バーガー 
ブリオッシュバンズ 北海道産ラクレットチーズ オニオン マッシュルーム 

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 
鱈とトマトのラグ― ケッパー イカ (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 
120g +7,130 

兵庫県産神戸牛 A4 サーロインのグリル 
120g +18,400 

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

国産レモンのムース 
カンパリ メレンゲ テキーラソース (g, n) 

香川県産E.V.O.O. 
レミントン風ミモレットチーズ ブランデーレーズン 

オリーブオイルアイスクリーム (g, n) 

モンブラン 
カシス マロンピューレ ラムアイスクリーム スパイシー赤ワインソース (g, n) 

季節のフルーツ&シャーベット (v) 

Prix-Fixe Lunch C
ourse 

Dom Pérignon Vintage 2010 Free Flow 
ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2010 フリーフロー 

+19,000  

4 Course 
8,700 

3 Course 
6,400 
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