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Signage with the following wording is recommended: "Please inform your server of any food allergies
Food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have"

All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge.
Please note that menu may change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条 件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の
原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。
表示は正価料金です。別途税金及びサービス料 13%を頂戴いたします。
メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。ご了承下さい。

•••

•••

•••

•••

Signage with the following wording is recommended: "Please inform your server of any food allergies
Food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have"

All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge.
Please note that menu may change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条 件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の
原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。
表示は正価料金です。別途税金及びサービス料 13%を頂戴いたします。
メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。ご了承下さい。

•••

•••

•••

•••

•••

Signage with the following wording is recommended: "Please inform your server of any food allergies
Food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have"

All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge.
Please note that menu may change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条 件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の
原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。
表示は正価料金です。別途税金及びサービス料 13%を頂戴いたします。
メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。ご了承下さい。

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Signage with the following wording is recommended: "Please inform your server of any food allergies
Food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have"

All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge.
Please note that menu may change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条 件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の
原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。
表示は正価料金です。別途税金及びサービス料 13%を頂戴いたします。
メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。ご了承下さい。

•••

•••

•••

•••

Signage with the following wording is recommended: "Please inform your server of any food allergies
Food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have"

All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge.
Please note that menu may change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条 件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の
原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。
表示は正価料金です。別途税金及びサービス料 13%を頂戴いたします。
メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。ご了承下さい。

Signage with the following wording is recommended: "Please inform your server of any food allergies
Food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have"

All menu prices are subject to consumption tax and 13% service charge.
Please note that menu may change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条 件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の
原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。
表示は正価料金です。別途税金及びサービス料 13%を頂戴いたします。
メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。ご了承下さい。

