
Signature Dishes             シグネチャーズ

La Table Sucrée             デザートルーム

Cloud Egg Benedict
Smoked salmon, english muffin, hollandaise

Oven Fried Chorizo
Potatoes, tomato confit and egg

Brulee Pancake
Mixed Berries, custard, ciboust 

Bri�any Buckwheat Crêpe
Egg, ham, gruyere, spinach

エッグベネディクト
スモークサーモン、 イングリッシュマフィン、 オランデーズソース

チョリソーのオーブン焼き
チョリソー、 ポテト、 トマトコンフィ、 卵

ブリュレパンケーキ
ミックスべリー、 カスタード、 シブースト

そば粉のクレープ
卵、 ハム、 グリュエールチーズ、 ほうれん草

Salad Buffet            サラダブッフェ

サラダブッフェよりお好きなものをお好きなだけAll-You-Can-Enjoy Salad Buffet

Please choose one dish from Signature Dishes シグネチャーズからお好きなメニューを1品お選びいただけます

Addi�onal ¥1,500 per person you can enjoy 1 Taster and 1 Main dish

お一人様 追加 ¥1,500 にてテイスター１品とメインディッシュ１品お選びいただけます

¥4,200Salad Buffet + 1 Signature + La Table Sucrée サラダブッフェ+1シグネチャー+デザートルーム

All-You-Can-Enjoy-Desserts from our pastry chef Osamu Harita ペイストリーシェフ播田修による厳選したデザートをお楽しみいただけます

BRUNCH - SAVOIR VIVRE

V

Prices are subject to applicable tax and service charge
表示料金には別途税金とサービス料が加算されます

グルテンフリー ベジタリアン 乳製品未使用G DVGluten Free Vegetarian Dairy Free

Main Dishes           メインディッシュ

Tasters            テイスター

Shiso leaf & Taraba Crab
Whipped avocado, crustacean cream

One Piece of Freshly Shucked Irish Oyster
Bergamot, hazelnut and beurre blanc

紫蘇の葉とタラバ蟹
ホイップアボカド、 クルスタシアンクリーム

フレッシュアイルランド産オイスター （１ピース）
ベルガモットジェル、 ヘーゼルナッツフォーム、 ブールブランソース

Our menu is constantly changing due to seasonal availability, growing cycles and the availability of locally sourced products we use.
It promotes the natural healthy way of life for body and soul.

“An excellent dish always begins with carefully grown and raised produce.” - Thomas Jakobi, Executive Chef, Hilton Tokyo

Char–Grilled Australian John Dee Beef Sirloin 120g
Shitake duxelles, grilled asparagus, bacon custard, cep-miso hollandaise

Tilapia
Clams, pumpkin, vadouvan bisque

Salmon
Radish, grains, potato cream, crustacean ginger tea

Spice Marinated Chicken
Fried rice, broken egg, togarashi spices, crispy skin

Fire Roasted Lamb Shank
Orzo in tomato confit, smoked aubergine, goat cheese

METROPOLITAN Burger
Beef pa�y 120gr, onion, smoked bacon, gruyere cheese, 

Black garlic, sriracha mayonnaise
Veggie Burger

Vegetable pa�y, flat bread, guacamole, cheddar cheese,
whipped yogurt with mint curry sauce

Japanese Duck
Fig, chicory, shungiku, dumpling and matcha

Porcini, confit tomato, parmesan foam ポルチーニ、 コンフィトマト、 パルメザンフォーム

パンプキンニョッキ
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Pumpkin Gnocchi

Deer
Celeriac, brussel sprouts and cranberry compote

オーストラリア産ジョンディービーフサーロイン 120ｇ
椎茸デュクセル、 グリルアスパラガス、 ベーコンカスタード、 ミソオランデーズ

ティラピア
アサリ、 カボチャ、 バドゥーヴァンビスク

サーモン
ラディッシュ、 グレイン、 ポテトクリーム、 クルスタシアンジンジャーティー

スパイスマリネチキン
フライドライス、 温泉卵、 唐辛子、 クリスピースキン

ファイヤーローストラムシャンク
トマトソースのオルゾリゾット、 スモーク茄子、 ゴートチーズ  

メトロポリタンバーガー
ビーフパティ 120ｇ、 フライドオニオン、 スモークドベーコン、 グリュイエールチーズ

黒ニンニク、 シラッチャーマヨネーズ

ベジタブルバーガー
ベジタブルパティ 、 ピタブレッド、 ワカモレ、 チェダーチーズ

カレーミント ホイップヨーグルト

国産鴨肉
無花果、 チコリ、 春菊、 抹茶ダンプリング

鹿肉
セロリアック、 芽キャベツ、 クランベリーコンポート


