
Dinner  Menu

ラウンジ＆ダイニング ピアがお届けするのは、「スタイリングフレンチ」

厳選した新鮮食材にこだわり、ピア オリジナルのエッセンスを加え、

表情豊かな一皿に仕上げます。　　　　

従来のフレンチの枠に囚われず、

ピアならではの料理の数々をご堪能ください。



＊Prices include sales tax and service charge. ＊should you be allergic to any food ingredients, please ask the outlet manager for assistance.
＊japanese rice we use.

＊料金は税金・サービス料込みです。　＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊当レストランで使用しているお米は国産コシヒカリです。

レジェール
legerere

色鮮やかな前菜から始まり、魚と肉のどちらも楽しめ

デザートまでたっぷりご賞味いただ けます。

¥6,700

～冷前菜～

アジの炙り　ビーツのヴィネグレット 筍のサラダ仕立て
roasted horse mackerel beetroot vinaigrette bamboo shoot salad

～スープ～

桜海老と春野菜のクリームスープ
sakura shrimp and spring vegetable cream soup

～魚料理～

鯛とホタルイカのソテー 玉葱　ハーブ　ウド
sea bream and firefly squid saute onions, herbs and udo

～デザート～

ピアオリジナルデザート
original dessert

コーヒー　または　紅茶
coffee or tea

～メインディッシュ～ main dish

ポークコンフィのアンクルート シャルキュティエールソース
pork confit ank root charcutiere sauce

または or

(60g )+¥2,000　(80g ) +¥2,500　(100g ) +¥3,000黒毛和牛フィレ肉のポワレ
poiret of japanese kuroge filet of beef tenderloin

メインディッシュを下記に変更の場合は別途料金を頂戴いたします。

“if change to these beef below, will be changed on additional fee”

グレード

アップ



＊Prices include sales tax and service charge. ＊should you be allergic to any food ingredients, please ask the outlet manager for assistance.
＊japanese rice we use.

＊料金は税金・サービス料込みです。　＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊当レストランで使用しているお米は国産コシヒカリです。

ラフィーノ
raffino

前菜からデザートまで、現代的な感覚を取り入れた、軽やかで親しみやすいフレンチを味わうコース。

季節の食材、絶妙な火入れ、繊細なソース、フレンチらしい味覚のマリアージュをご堪能ください。

¥8,700

～冷前菜～

マグロと沢庵のタルタル トマトのマリネと赤野菜
tuna and tavern tartar marinated tomatoes and red vegetables

～温前菜～

白子のベニエ 菜の花とズワイガニ
scarlet benie rape blossoms and snow crab

～魚料理～  

鰆のポワレ ホウレン草のスープ仕立て パルメザンチーズ 貝 タバスコ
mackerel poiré with spinach soup parmesan cheese, shellfish and tabasco

～お口直し～

季節のグラニテ
granite in season

～デザート～

ルバーブのコンポート ライムのムース イチゴのアイスクリーム
rhubarb compote and lime mousse strawberry ice cream

コーヒー　または　紅茶
coffee or tea

～メインディッシュ～ main dish

鴨胸肉のロースト アスパラガス ポワブラードソース
roasted duck breast asparagus poirblade sauce

または or

メインディッシュを下記に変更の場合は別途料金を頂戴いたします。

“if change to these beef below, will be changed on additional fee”

(60g ) +¥2,000　(80g ) +¥2,500　(100g ) +¥3,000黒毛和牛フィレ肉のポワレ
poiret of japanese kuroge filet of beef tenderloin

グレード

アップ



＊Prices include sales tax and service charge. ＊should you be allergic to any food ingredients, please ask the outlet manager for assistance.
＊japanese rice we use.

＊料金は税金・サービス料込みです。　＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊当レストランで使用しているお米は国産コシヒカリです。

シュペルブ
Superbe

最高級食材を使用した美しいフルコースが楽しめるピアの特別ディナー。

厳選素材を使った、シェフ渾身のお料理をお楽しみください。

¥14,300

アミューズ
amuse

～冷前菜～

鮑とトマトのサラダ仕立て アンチョビとケッパーのヴィネグレット
abalone and tomato salad with french dressing using anchovy and caper

～スープ～

旬のスープのパイ包み焼き 季節の仕立てで
seasonal soup in baked pie wrap

～魚料理～

オマール海老のポワレ　クレーム ド オマール
poiret of lobster with lobster cream sauce

～お口直し～

季節のグラニテ
granite in season

コーヒー　または　紅茶
coffee or tea

～メインディッシュ～ main dish

黒毛和牛フィレ肉のポワレ　赤ワインソース
poiret of japanese kuroge filet of beef tenderloin with red wine sauce

アヴァンデセール
avant dessert

～デザート～

ルバーブのコンポート ライムのムース イチゴのアイスクリーム
rhubarb compote and lime mousse strawberry ice cream



A la  car te



＊Prices include sales tax and service charge. ＊should you be allergic to any food ingredients, please ask the outlet manager for assistance.
＊japanese rice we use.

＊料金は税金・サービス料込みです。　＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊当レストランで使用しているお米は国産コシヒカリです。

¥ 1,451サーモンマリネ　ハーブの香り
marinated salmon

前菜 starter

¥ 1,694本日の魚のカルパッチョ仕立て
today's fish carpaccio

¥3,630前菜 5 種盛り合わせ
assorted appetizer 5

¥ 2,176アジの炙り　ビーツのヴィネグレット　筍のサラダ仕立て
roasted horse mackerel beetroot vinaigrette bamboo shoot salad

¥ 2,783マグロと沢庵のタルタル トマトのマリネと赤野菜
tuna and tavern tartar marinated tomatoes and red vegetables

¥ 846本日のおすすめスープ
s oup of the day

スープ ・ パスタ soup and pasta

¥ 2,420本日のパスタ　( トマトソース／クリームソース)
pasta of the day

¥ 2,420鯛とホタルイカのソテー  玉葱　ハーブ　ウド
sea bream and firefly squid saute onions, herbs and udo

魚料理 fish

¥ 3,025鰆のポワレ　ホウレン草のスープ仕立て パルメザンチーズ　貝　タバスコ
mackerel poiré with spinach soup parmesan cheese, shellfish and tabasco

¥ 484パンの盛り合わせ
assorted bread

その他 other

¥ 363ライス
rice

¥ 3,025ポークコンフィのアンクルート  シャルキュティエールソース
pork confit ank root charcutiere sauce

肉料理 meat

¥ 3,630鴨胸肉のロースト　アスパラガス  ポワブラードソース
roasted duck breast asparagus poirblade sauce

黒毛和牛フィレ肉のポワレ　赤ワインソース 
poiret of japanese kuroge filet of beef tenderloin with red wine sauce

¥ 5,203ＵＳビーフのグリルステーキ　（200g ~）
grilled US beef steak　( 200g ~ )

120g / ¥ 11,880
100g / ¥ 10,098
80g /  ¥ 8,316


