
 

                                                                                                                                   All prices are in Japanese Yen, inclusive of 15% service charge and 10% consumption tax. 

                                                                                                                                  上記日本円での表示価格には、サービス料 15％と消費税 10％が含まれております。 

 

PERLE E CHAMPAGNE New Year’s Eve Gala 2021  
 
 

CARPACCIO 
Mie “Ise Maguro” f atty  tuna,  Hokkaido scal lop carpaccio,  

Tokushima Yukou c i trus  dressing,  
caviar  f rom Kagawa,  Japan  

三重県産伊勢まぐろの大トロ 北海産帆立のカルパッチョ 

徳島県産柚香のドレッシング 香川県産キャビア 

 

  NV Champagne Laurent Perr ier  
Grand Siéc le  

シャンパーニュ ローラン ペリエ 

グラン シエクル 

Caviar  f rom Kagawa,  Japan  /  日本 
Aman Tokyo orig inal ,  

Kagawa f resh raw caviar  
アマン東京オリジナル 

香川県産生キャビア 

ABALONE 
Abalone,  Kinka ham f lan ,  

caviar  f rom China  

鮑と金華ハムのフラン 中国産キャビア 

 

  2012 Champagne Pol  Roger  
Brut Vintage  
シャンパーニュ ポル ロジェ 

ブリュット ヴィンテージ 

Caviar  f rom China /  中国 
Kaviar i ,  Kr istal  f resh  

キャビアリ クリスタル フレッシュ 

RAVIOLONE 
Raviolone,  Sagamihara egg,  r icotta,  

Hokkaido Botan shrimp,  caviar  f rom Ita ly  

ラヴィオローネ 相模原産有精卵とリコッタ 北海道産牡丹海老 イタリア産キャビア 

 

  2012 Champagne Bol l inger  
La Grande Année  
シャンパーニュ ボランジェ 

ラ グランダネ 

Caviar  f rom Italy  /  イタリア 
Ars I tal ica,  Oscietra royal  f resh  

アルス・イタリカ オシェトラ ロイヤル フレッシュ 

PESCE YAGARA 
Steamed gold leaf  dressed cornet f i sh,  

white wine sauce,  vodka,  sea urchin,  caviar  f rom Russia  

金箔を纏ったアカヤガラのヴァポーレ   

サルサヴィノビアンコとウオッカ 雲丹とロシア産キャビア 

 

  2006 Champagne Bi l l ecart  Salmon 
Cuvée Nicolas François B i l lecart  

シャンパーニュ ビルカール サルモン 

キュヴェ ニコラ フランソワ ビルカール 

Caviar  f rom Russia /  ロシア 
Black Diamond,  Royal  Premier  

ブラックダイアモンド ロイヤルプレミア 

 

MANZO DI MATSUSAKA 
Matsusaka Wagyu loin tag l iata,  black truf f le ,  asparagus,  

zabaione,  caviar  f rom Uruguay  

三重県産松坂牛ロースのタリアータ 黒トリュフとアスパラガス  

ザバイオーネ ウルグアイ産キャビア 

 

  2008 Champagne Dom Pérignon 
シャンパーニュ ドン ペリニョン 

 

Caviar  f rom Uruguay /  ウルグアイ 
Polanco,  Fresh Baeri i  

ポランコ フレッシュ バエリ 

 

BENVENUTO DELLA PASTICCERIA 

Pre-desser t  
ピッコロドルチェ 

 

    

GELATO AL RUM 
Ogasawara rum gelato,  

Ibaraki  chestnut homemade g lacé,  

Colombian cof fee  Jel ly  
小笠原産ラム酒のジェラート 

茨城県産栗の自家製マロングラッセ コロンビア産コーヒー豆のキャビア 

 

  NV Champagne Duval  Leroy  
Rosé Prest ige Premier Cru  

シャンパーニュ デュヴァル ルロワ 

ロゼ プレスティージ プルミエ クリュ 

 

 

CAFFÈ O TÈ,  PICCOLA PASTICCERIA  
Cof fee or  tea,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶、小菓子 

    

                                                                     160,000 


