
特選海鮮ちらし寿司

3,300

Seafood Chirashizushi

三重県伊勢湾から直送したお魚を
和歌山のお醤油で軽く漬けにしたちらし寿司

HALならではの海外仕込みの特選すし酢
旨味だし巻きと酢蓮根と共に

特選海鮮ちらし寿司
豪華海老の芝煮添え

3,850
Seafood Chirashi-Sushi with Gorgeous braised prawns

特選ちらし寿司に海老の芝煮を合盛り
新鮮な海の幸を贅沢に味わえます

HAL YAMASHITAならではの新感覚の逸品です

特選海鮮ちらし寿司
国産黒毛和牛炭火焼合盛り

5,800
Seafood Chirashi-Sushi with Charcoal-Grilled Japanese Beef

特選上ちらし寿司に国産黒毛和牛サーロイン炭火焼を合盛り
酢飯に国産黒毛和牛の脂が旨味を倍増

海鮮と国産黒毛和牛のオリジナルテクニック
HAL YAMASHITAスタイルの新和食をお楽しみください

国産黒毛和牛 旨味たれ焼き重箱

150g／　2,980

Japanese beef grilled
with tasty sauce on Steamed Rice

厳選された黒毛和牛を果実や野菜の旨味を加えた
 特製旨味たれで焼き上げました。

淡路島産の玉ねぎも加えて豊かな風味が広がります。

国産黒毛和牛 サーロインステーキ重箱
リンゴとトマトの香味だれ生雲丹と季節の野菜添え

9,800

Charcoal-Grilled Premium Japanese Beef
on Steamed Rice with Sea Urchin

国産黒毛和牛のサーロインステーキを「醤油の付け焼き」に
炭火でじっくり焼き上げました

りんごとトマトをじっくり煮詰めた特製果実ソースが
黒毛和牛の美味しさを大胆に引き出します

5,280

お料理のお始めに
「スパイシー？？もなか？？」

Spicy! Monaka

銀鱈西京焼HAL YAMASHITA Style
saikyo yaki of cod roe HAL YAMASHITA Style

赤だし
soup made with red miso paste

特選上ちらし寿司（小盛り）
Small-sized Sushi

香物
pickled vegetables

名物　抹茶の三郎左衛門
Matcha Water Chocolate

国産黒毛和牛A5備長炭炭火焼と石窯焼き野菜
Japanese A5 char-grilled black wagyu beef

and stone-oven grilled vegetables

桜海老と淡路玉ねぎ・お米のポタージュスープ
Potage soup of sakura shrimps, Awaji onions and rice

6,980

Shinryoku Course
新 緑

厳選黒毛和牛の雲丹巻
スモークアブリューガキャビア添え（一貫）

Signature Rolled Japanese Beef Filled with Sea Urchin
Topped with Smoked Avruga Caviar (1 piece)

お料理のお始めに
「スパイシー？？もなか？？」

Spicy! Monaka

銀鱈西京焼HAL YAMASHITA Style
saikyo yaki of cod roe HAL YAMASHITA Style

赤だし
soup made with red miso paste

特選上ちらし寿司（小盛り）
Small-sized Sushi

香物
pickled vegetables

名物　抹茶の三郎左衛門
Matcha Water Chocolate

国産黒毛和牛A5備長炭炭火焼と石窯焼き野菜
Japanese A5 char-grilled black wagyu beef

and stone-oven grilled vegetables

桜海老と淡路玉ねぎ・お米のポタージュスープ
Potage soup of sakura shrimps, Awaji onions and rice

紀伊長島直送鮮魚のカルパッチョ
Carpaccio of fresh fish directly from Kii-Nagashima

8,350

厳選黒毛和牛の雲丹巻
スモークアブリューガキャビア添え（一貫）

Signature Rolled Japanese Beef Filled with Sea Urchin
Topped with Smoked Avruga Caviar (1 piece)

お料理のお始めに
「スパイシー？？もなか？？」

Spicy! Monaka

銀鱈西京焼HAL YAMASHITA Style
saikyo yaki of cod roe HAL YAMASHITA Style

赤だし
soup made with red miso paste

特選上ちらし寿司（小盛り）
Small-sized Sushi

香物
pickled vegetables

名物　抹茶の三郎左衛門
Matcha Water Chocolate

国産黒毛和牛A5備長炭炭火焼と石窯焼き野菜
Japanese A5 char-grilled black wagyu beef

and stone-oven grilled vegetables

桜海老と淡路玉ねぎ・お米のポタージュスープ
Potage soup of sakura shrimps, Awaji onions and rice

ルーブル限定メニュー
タルタルサーモンのビーツソース添え

Louvre Limited Menu
Tartar Salmon with Beetroot Sauce

Lunch Course Lunch Menu
重箱には「季節の小鉢」と「三郎左衛門」（生抹茶ウォーターチョコレート）が付きます

Love" in the Louvre
ルーブルの「愛」

Wakaba Course
若 葉

タルタルサーモンのビーツソース添え

1,980

Louvre Limited Menu
Tartar Salmon with Beetroot Sauce

キングサーモンの刺身に鮮やかな色彩の
「ビーツ・ベリー」をベースにした醤油ソースで

彩りに華を添えました

ルーブル限定メニュー

※コースまたはお食事の追加としてご注文いただけます

HAL YAMASHITA 東京のコースメニューを心ゆくまで、お楽しみください

メニューは全て税込・サービス料（10%）別で表示しています。 当店のお米は全て国産コシヒカリを使用しています。
  This menu is including tax / excluding 10% service charge. Domestic rice “Koshihikari” is used in all our dishes.

chef's Specialty

厳選黒毛和牛雲丹巻
スモークアブリューガキャビア添え

（一貫）1,500
Lunch Course 新緑

※コースまたはお食事の追加としてご注文いただけます

赤坂 日比谷 Singapore  USA



lunch time
四季折々の景色をお楽しみいただけます。
桜の季節の眺望は圧巻です。



lunch time
開放的な店内には、 
大きな窓から柔らかい光が差し込みます。


