
Lunch menu ランチメニュー

Choice of soup or salad 前菜をお選びください

* Cream of potato and leek soup
ジャガイモとポアロ―のスープ

* Chef’s salad with red onion vinaigrette 
シェフのサラダ レッドオニオンヴィネグレット

Choice of main dish  主菜をお選びください

* Fish
Chef’s recommended fish dish with garlic sprouts and butter sauce

シェフおすすめ魚料理 ニンニクの芽のブールブランソース

* Meat
Stewed pork and white beans in tomato “ Cassoulet style ”

豚と白インゲンのトマト煮込み “カスレ風 ”

* Spaghetti
Spaghetti with tomato and basil 

トマトとバジルのスパゲッティ

Choice of coffee or tea   コーヒーか紅茶をお選びください

Coffee    or    Tea

コーヒー 又は 紅茶

￥1,000 (tax included)

（ Today’s dessert 本日のデザート ＋￥200 ）

* If you have allergies, please let the staff know
アレルギーをお持ちの方はスタッフにお知らせ下さい

* Homemade bread is served with the lunch menu
ランチメニューには自家製パンをご用意しております

Chef  Tadaaki Shimizu is proud to serve you
心を込めておもてなしいたします

* Chirashi and donburi sets ちらし寿司

a:  Kaisen-don Mixed fruits-of-the-sea donburi ¥ 1,050 (1,155)

海鮮丼

b:  Negitoro bowl                                                                ¥ 1,600 (1,760)

ネギトロ丼

c:  Deluxe chirashi special                                                 ¥ 3,400 (3,740)

昼得ちらし

* Nigiri にぎり寿司

d:  Marunouchi set (8 Sushi, Egg, Roll)                                           ¥ 1,600 (1,760)

丸の内にぎり（寿司8貫 玉子焼き 巻物）

e:  Special lunch set (7 Deluxe nigiri, Egg, Toro tekka-maki ） ¥ 3,400 (3,740)

昼得にぎり （特上寿司7貫 玉子焼き トロ鉄火巻き）

Masukomi sushi menu for main bar (Misosirutuki) マスコミ寿司バー（味噌汁付き）

Appetizer 前 菜

Main dish 主 菜
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Dinner menu ディナーメニュー

* Fish
Chef’s recommended fish dish with 

garlic sprouts and butter sauce
シェフおすすめ魚料理 ニンニクの芽のブールブランソース

* Meat
Stewed pork and white beans in tomato

“ Cassoulet style ”
豚と白インゲンのトマト煮込み “カスレ風 ”

* Spaghetti
Spaghetti with tomato and basil

トマトとバジルのスパゲッティ

Chef Tadaaki Shimizu is proud to serve you
心を込めておもてなしいたします

Choice of main dish

Coffee or tea コーヒー 又は 紅茶

￥1,610

(tax included)

Appetizers 前 菜

Sandwich サンドウィッチ ￥800

* Fried  chicken  basket ￥1,000
チキンバスケット

* Fish and chips ￥900 
フィッシュアンドチップス

* Shriｍp  cocktail    ￥800
シュリンプカクテル

* French  Fries                          ￥350
フライドポテト

* Tomato mozzarella ￥750 
トマトモッツァレラ

* Cheese plate  
チーズ盛合せ

Small                                     ￥1,200
Deluxe  plate ￥1,800

Grilled  cheese  sandwich   
チーズグリエ

BLT + avocado  sandwich 
ベーコン・レタス・トマト・アボガド

Bread パン ￥150

Salad bowl ¥900

Tuna   /   shrimp       
ツナ /        小エビ

Homemade smoked salmon marinated with 
saffron and lemon

サフランとレモンでマリネした自家製スモークサーモン

Cream of potato and leek soup
ジャガイモとポアロ―のスープ

（ Today’s dessert 本日のデザート ＋￥200 ）

* If you have allergies, please let the staff know
アレルギーをお持ちの方はスタッフにお知らせ下さい

* Homemade bread is served with the dinner menu
ディナーメニューには自家製パンをご用意しております

a:  Superior nigiri  (7 nigiri, including prime Toro tekka-maki, Uni)      ¥ 3,500 (3,850)

上握り (トロ、うにを含む寿司7貫 玉子焼き トロ鉄火巻き）

b:  Deluxe nigiri  (10 Best catch nigiri, Tamago, Toro tekka-maki)      ¥ 4,000 (4,400)

特上握り (トロ、うにを含む寿司10貫 玉子焼き トロ鉄火巻き)

c:  Sushi rolls assortment  (Toro tekka-maki, plus 3 rolls) ¥ 2,000 (2,200)

巻物盛合せ (トロ鉄火巻きを含む3種類) 

d:  Large futomaki roll  (w/ Anago, Shrimp)                                              ¥ 2,500 (2,750)

太巻 (穴子、海老入り)

e:  Sashimi plate  (Selection of 3 sashimi of the day)                                ¥ 2,000 (2,250)

刺身3種類盛合せ

Masukomi sushi menu for main bar マスコミ寿司バー

サラダ ボウル

メイン料理をお選びください


