
 

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

 

 

シーザーサラダ     3,800 
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) 

静岡県産サーモンのグラブラックス 4,200 
山羊チーズ バルサミコ酢風味の無花果 ライスクリスピー (g) 

熊本県産馬肉ステーキのタルタル  4,800 
ンドゥイヤのエスプーマ クリュディテ 黒大蒜のピューレ (g) 

鮑のソテー      6,800 
メロンのガスパチョ 花びら茸 オレガノ チョリソードレッシング 

 

 

北海道産コーンの冷製スープ  2,000 
醤油風味ポップコーン 焦がしバター (g) 

沖縄県産キビまる豚足のクロケット 4,000 
アスパラガス 赤柚子胡椒ヨーグルトドレッシング (g) 

紅ずわい蟹のクラブケーキ   4,500 
コリアンダー 漬物タルタルソース レモン (g) 

沖縄県産車海老のビスク   5,800 
フェンネル 緑色野菜  
 

 

和牛 A3 フィレ肉 

100g 9,000  /  200g 18,000  /  300g 27,000 

岐阜県産飛騨牛 A5 フィレ肉 
100g 15,500  /  200g 31,000  /  300g 46,500 

三重県産松阪牛 A5 サーロイン 

100g 14,000  /  200g 28,000  /  300g 42,000 

兵庫県産神戸牛 A4 サーロイン 
100g 16,500  /  200g 33,000  /  300g 49,500 

和牛3種盛り     23,000 
岐阜県産飛騨牛A5フィレ肉 
三重県産松阪牛A5サーロイン 
兵庫県産神戸牛A4サーロイン  
各50gずつ 

 
山椒ペッパー ポン酢と大根おろし (g) 

生姜 
ベアルネーズ (g) 

緑胡椒クリーム 味噌BBQ (g) チミチュリ (g) 

   
 

 

岐阜県飛騨産 奥美濃古地鶏 
胸肉のローストと腿肉のグリル       7,000 
レモン添え 

沖縄県産キビまる豚スペアリブ  7,000 
スモーク 味噌BBQ (g) 

茨城県産かすみエトフェ鴨 
胸肉ローストと腿肉のコンフィ  9,500 
緑胡椒クリームソース 
 

 

国産鱸のグリル     7,000 
リゾーニサラダ オレンジ 生ハム 
セロリとハリッサのドレッシング (g) 

愛媛県産伊達鮪のシアード   8,850 
黒大蒜のピューレ スモークパプリカのマッシュドポテト 
鹿児島県産パンチェッタ (g) 

 

 

国産茸のソテー     1,800 
白ビールの香り (g) 

グリーントマトの天ぷら   1,800 
デュッカスパイス マヨネーズ (g) 

ほうれん草のソテー    1,800 
生姜 レモン風味 

マッシュドポテト    1,800 
北海道産インカのめざめ 

Peter スタイルフライドポテト  1,800 
プレーン または スイートポテト 
ケイジャン または ガーリックソルト (g) 

和牛脂のフライドライス   1,900 
黒ガーリック チャイブ (g) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A la C
arte 

(n) ナッツ類使用  (g) グルテン使用   (v) ベジタリアン 

 

ザ・ペニンシュラホテルズはお客様を安全にお迎えするために 
様々 な感染予防対策を講じております。 
詳しい情報については peninsula.com/safety をご覧ください。 

--- C   O   L   D     A   P   P   E   T   I   Z   E   R   S --- --- O   T   H   E   R     M   A   I   N --
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--- P   R   E   M   I   U   M     W   A   G   Y   U --- 

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


	Caesar Salad     3,800
	Gifu Hida Okumino Kojidori Chicken  7,000
	mixed lettuce, crouton, atsugi bacon, parmigiano (g)
	Okinawa Kibimaru Pork Fatty Spareribs 7,000
	Shizuoka Salmon Trout Gravlax   4,200
	smoked, miso BBQ (g)
	goat cheese, balsamic vinegar fig, rice crispy (g)
	Ibaraki Kasumi Étouffer Duck   9,500
	Kumamoto Horse Steak Tartar   4,800
	roasted fillet, leg confit
	‘nduja espuma, crudité, black garlic purée (g)
	green pepper cream sauce
	Abalone      6,800
	Japanese Sea Bass     7,000
	Ehime Date Red Tuna    8,850
	Hokkaido Corn     2,000
	seared, black garlic purée, smoked paprika mashed potato
	kagoshima pancetta (g)
	Okinawa Kibimaru Pork Trotter   4,000
	croquette, asparagus
	red yuzu pepper yogurt dressing (g)
	Japanese Mushrooms    1,800
	Red Snow Crab Cake    4,500
	coriander, tsukemono tartar sauce, lemon (g)
	Green Tomato      1,800
	tempura, dukkah spice mayonnaise (g)
	Bisque      5,800
	okinawa kuruma prawn, fennel, green vegetables
	Spinach      1,800
	Hokkaido Inka Potato    1,800
	mashed
	Peter Style Fries     1,800
	plain or sweet potato, cajun or garlic salt (g)
	Wagyu-Fat Fried Rice    1,900
	black garlic, chive (g)
	Wagyu Carnivore Triple Cut   23,000
	ginger bearnaise (g)
	daikon ponzu (g)
	sansho pepper
	chimichurri (g)
	miso BBQ (g)
	green pepper cream
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