
Teriyaki Chicken ¥1,800

Roasted Half Chicken            ¥1,800

Lamb Chops 4 Pieces                 ¥3,200

Sirloin Steak (US Beef) 200g / ¥3,200

Today’s Fish                         200g / ¥2,300

Curry with Rice (Lamb or Shrimp)   ¥1,200

Thai Green Curry                          ¥1,400

Main Dish
APPETIZERS & 

SNACKS

・Mixed Nuts ¥500

・French Fries ¥500

・Fried Onion Rings ¥500

・Nachos ¥750

・Garlic Shrimp ¥1,000

・Sauteed Spinach with ¥1,000

Garlic and Pine Nuts

・Tomato and Mozzarella ¥1,000

・Steamed Mussels ¥1,200

・Cocktail Sausages ¥1,400

・Fish and Chips ¥1,400

・Smoked Salmon ¥1,500

・Fried Chicken Basket ¥1,500

・Small Cheese Board ¥1,800

・Regular Cheese Board ¥2,400

Soup

・Tomato Soup              ¥500

・Vichyssoise                 ¥550

・French Onion Soup   ¥850

SALADS

・Green Salad                                         ¥900

・Tofu Salad Bowl                                   ¥900

・Press Club Salad Bowl                        ¥1,200

(Tuna, Smoked Chicken or Shrimp)

・Caesar Salad ¥1,200

(Add Chicken or Shrimp +300)

BURGERS & 

SANDWICHES

・Grilled Ham & Chesse Sandwich      ¥1,100

・Grilled Bacon & Cheese Sandwich   ¥1,100

・ Press Club Sandwich                         ¥1,400

・Beef Burger                                         ¥1,400

・Cheese Burger            ¥1,500

・Reuben (Pastrami) ¥1,500

Pasta

・Spaghetti with Tomato Sauce     ¥1,000

・Penne all’ Arrabbiata                   ¥1,000

・Pio Special Spaghetti                   ¥1,200

with Shirasu and Rucola

WEEKDAY DINNERS ¥3,000

Today’s Appetizer             Coffee or Tea

Today’s Pasta

Choice of MAIN DISH

・Grilled Beef Sirloin with Chef’s Special Sauce

・Grilled Lamb with Chef’s Special Sauce

・Roasted Duck with Chef’s Special Sauce

・Today’s Fish with Chef’s Special Sauce

ASIAN SNACKS

・Crispy “Kawa-Ebi” ¥700

・Shumai              ¥700

・Satsuma-Age ¥800

・Fried Spring Rolls ¥850

・Shou Ron Pao (Shrimp) ¥850

DESSERTS

・Apple Pie                                            ¥650

・Crème Brûlée                        ¥650

・Tiramisu                                              ¥650

・Ice Cream ( Vanilla or Chocolate )           ¥650

・Strawberry Bavarois                         ¥750

with Mix Berry Sauce

THE MAIN BAR
THE FOREIGN CORRESPONEDENTS CLUB OF JAPANDINNER MENU

All Prices Exclude Tax



照り焼きチキン ¥1,800

ローストチキン（1/2） ¥1,800

ラムチョップ（ 4ピース） ¥3,200

サーロインステーキ (米国産）200g / ¥3,200

本日の魚料理 200g / ¥2,300

カレーライス （ラム 又 海老） ¥1,200

タイグリーンカレー ¥1,400

Main Dish

APPETIZERS & 

SNACKS

・ミックスナッツ ¥500

・フライドポテト ¥500

・オニオンリング ¥500

・ナチョス ¥750

・ガーリックシュリンプ ¥1,000

・松の実とニンニク入り ¥1,000

ほうれん草のソテー

・トマトモッツアレラ ¥1,000

・ムール貝の白ワイン蒸し ¥1,200

・ソーセージ盛り合わせ ¥1,400

・フィッシュ＆チップス ¥1,400

・スモークサーモン ¥1,500

・チキンバスケット ¥1,500

・スモールチーズプレート ¥1,800

・レギュラーチーズプレート ¥2,400

Soup

・トマトスープ ¥500

・ヴィシソワーズ ¥550

・オニオングラタンスープ ¥850

SALADS

・グリーンサラダ ¥900

・豆腐サラダ ¥900

・プレスクラブサラダ ¥1,200

（ツナ、スモークチキン 又 海老）

・シーザーサラダ ¥1,200
（海老 又 チキンの追加 +300）

BURGERS & 

SANDWICHES

・グリルハム＆チーズサンドイッチ ¥1,100

・グリルベーコン&チーズサンドイッチ ¥1,100

・プレスクラブサンドイッチ ¥1,400

・ビーフバーガー ¥1,400

・チーズバーガー ¥1,500

・ルーベン （パストラミ） ¥1,500

Pasta

・トマトスパゲッティ ¥1,000

・ペンネアラビアータ ¥1,000

・シラスとルッコラ入り ¥1,200

”ピオ”スペシャルスパゲッティ

WEEKDAY DINNERS ¥3,000

本日の前菜 コーヒー 又 紅茶

本日のパスタ

Choice of MAIN DISH

・サーロインのグリル

・ラムチョップのグリル

・鴨のロースト

・本日の魚料理

＊ソースはシェフにおまかせ頂いております

ASIAN SNACKS

・川海老のフライ ¥700

・焼売 ¥700

・さつま揚げ ¥800

・春巻き ¥850

・小籠包 (海老) ¥850

DESSERTS

・アップルパイ ¥650

・クレームブリュレ ¥650

・テラミス ¥650

・アイスクリーム ( バニラ 又は チョコレート ) ¥650

・ミックスベリーソースの苺のババロア ¥750

THE MAIN BAR
THE FOREIGN CORRESPONEDENTS CLUB OF JAPAN

DINNER MENU


