
 

 

 

 

 

 
 

 

MYDO 

ホワイトアスパラガス
牛肉のラグーの春巻き

12 か月熟成ミモレットチーズ

蛍烏賊 トマトのクスクス

フランス産フォアグラ
季節のボタージュ

帆立貝と春キャベツのリゾット

新玉葱と唐墨の冷製パスタ

石垣島きたうち牧場
プレミアムビーフ（但馬牛純血雌）

サーロイン 100g
又は

A5 ランク黒毛和牛フィレ 80g
（追加料金¥3,800) 

厳選かご野菜
お好みの 3 種をお選びください

ガ‘ーリックライス

赤出汁

トリュフクリームのどら焼き

･ 26,000 

LUXE 

雲丹と白魚のガレット
蛍烏賊とチョリソーのソース

ホワイトアスパラガス
トリュフ風味のオランデーズソース

国産蛤の海藻蒸し
国産蛤のスープ添え

フランス産フォアグラとスクランブルエッグ
温泉卵とバルサミコのソース

匡産米を使用しております

伊勢海老
カレー風味のクスクス

新玉葱と唐墨の冷製パスタ

石垣島きたうち牧場
プレミアムビーフ（但馬牛純血雌）

サーロイン 100g
又は

A5 ランク黒毛和牛フィレ 80g
（追加料金¥ 3,800) 

厳選かご野菜
お好みの 3 種をお選びください

ガーリックライス

赤出汁

ブリュレ風プリン

･ 32,000 

料金には消費税・サービス料 15％が含まれております

仕入れ状況により食材を変更させて頂く場合がこざいます、予めこ了承ください

食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にクレントに必ずお伝えください



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ELITE 

黒毛和牛とキャビアのタルタル

ホワイトアスパラガス
トリュフ風味のオランデーズソース

国産蛤の海藻蒸しと車海老添え
国産蛤のスープ添え

フランス産フォアグラとスクランブルエッグ
温泉卵とバルサミコのソース

飽
春キャベツのリゾット

新玉葱と唐墨の冷製パスタ

石垣島きたうち牧場
プレミアムビーフ（但馬牛純血雌）

サーロイン 100g
又は

石垣島きたうち牧場
プレミアムビーフ（但馬牛純血雌）

フィレ 80g
（追加料金¥ 3,800) 

厳選かご野菜
お好みの 3 種をお選びください

ガーリックライス

赤出汁

ラングドシャローJレ

･ 39,000 

匡産米を使用しております c

料金には消費税・サービス料 15％が含まれております＾

仕入れ状況により食材を変更させて頂く場合がこ｀ざいます、予めご了承ください，

食物アレルギーをお持ちのお客様はこ注文の前にタレントに必ずお伝えください。
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