






















AWAラウンジ スペシャリテ AWA Lounge Specialite
ポップコーン トリュフフレーバー ¥1,500
Popcorn Truffle Flavor

フォアグラとトリュフのテリーヌ
カレンズと柚子 フランボワーズのアクセント ¥3,000
Terrine of Foie Gras and Truffle
Currants and Citron Accent of Raspberry

クラブケーキ スパイシーマヨネーズ添え ¥3,200
Crab Cake with Spicy Mayonnaise

Quick & Easy
スモークナッツ ¥1,300
Smoked Nuts

ドライフルーツ ¥1,400
Assorted Dried Fruit

トリュフ香るフライドポテト ¥1,500
Deep-Fried Potato Truffle Flavor

チョコレート5ピース ¥2,000
Chocolate（5Pieces）

フルーツ盛り合わせ ¥2,800
Assorted Fruit

“KOBE” BEEF セレクション KOBE Beef Selection
神戸牛サーロイン カットステーキ (150g) ¥18,000
“KOBE” Beef Sirloin Cut Steak 150g

神戸牛テンダーロイン カットステーキ(120g) ¥19,000
“KOBE” Beef Tenderloin Cut Steak 120g

神戸ビーフ T9バーガー ¥3,400
（神戸ビーフ100% パテ・レタス・トマト・チーズ）
Kobe Beef T9 Burger
（Kobe Beef100% Putty・Lettuce・Tomato・Cheese）

British Menu
フィッシュ＆チップス ¥1,800
Fish&Chips

スティルトンチーズ ドライフルーツ添え ¥2,000
Stilton Cheese with Dried Fruit
シェパードパイ ¥2,800
Shepherd’s Pie



Appetizers
グリーンサラダ 昆布香る和風ドレッシング ¥1,500
Green Salad, Kelp Flavor Japanese Style Dressing

ピクルス & オリーブ ¥1,800
Pickles & Olive

T9 チーズセレクション ¥2,000
Assorted Cheese

グリルソーセージの瞬間スモーク ¥2,200
Grilled Sausage Smoky Flavor

グリルドシーザーサラダ イベリコ生ハムを添えて ¥2,500
Grilled Caesar Salad with raw ham

キャビアフラッペ ～ T9スタイル ～（20ｇ） 　      ¥12,000
Caviar Frappe, in T9 Style (20g)

Meat & Seafood
海老と野菜のアヒージョ ¥2,500
Spanish Style Garlic Shrimp and Vegetables

本日の鮮魚と帆立貝のポワレ シェフスタイル ¥3,200
Today’s Fish and Scallop Chef’s Style

伊達鶏のグリル マスタードソース ¥3,000
Grilled Chicken, Mustard Sauce

国産牛フィレ肉のグリル 赤ワインソース（120ｇ） ¥5,400
Grilled Japanese Beef Tenderloin, Red wine Sauce (120g)

国産牛サーロインのグリル ¥7,000 
レフォールのオニオンソース（200ｇ）
Grilled Japanese Beef Sirloin, House-Radish Onion Sauce (200g)

Pasta & Pizza, Sandwich
T9ミックスサンドウィッチ ¥1,800
（レタス・人参ラペ・モルタデッラ・レッドオニオン・アボカド・トマト）
Mixed Sandwich
（Lettuce・Carrot・Mortadella・Red Onion・Avocado・Tomato）

ペンネ アラビアータ ¥1,900
Penne Arrabiata

T9ピザスタイル“生ハムボンバー” ¥2,300
Pizza Style “Raw Ham Bomber”

TABLE9ホットサンド ¥2,300
（トマト・アボカド・ベーコン・レタス・卵）
“TABLE9”Hot Sandwich（Tomato・Avocado・Bacon・Lettuce・Egg）

ペンネ バジル風味のサーモンクリームソース ¥2,500
Penne, Salmon Cream Sauce of Basil Flavor
※仕入れの状況により、食材 ·メニューに変更がある場合がございます。 ※表記料金には消費税が含まれて
おります。別途会計時に13%のサービス料を加算させていただきます。 ※当店では国産米を使用しております。　
※特定原材料7品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係りに
お申し出ください。　※特定原材料7品目以外の食物アレルギーをお持ちのお客さまは、お客さまの安全を最優先し、
料理・  飲物のご提供ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ※全てのメニューを同一の
厨房で調理するため、アレルゲン物質が微量に混入する可能性がございます。
*Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.　*Price includes 
consumption tax. A separate service charge (13%) will be added at settlement.　*Only Japanese rice is used in 
this restaurant. 　*Please let our staff know if you are allergic to any of the seven specified allergenic (prawns, 
crab,  wheat, buckwheat, eggs, milk, peanut).　*Please kindly be aware that if you are allergic to ingredients 
other than the seven specified allergenic ingredients in the interests of your safety, we may be unable to serve 
you with food or beverages.　*All items on the menu are cooked in the same kitchen facility so there is a small 
possibility of  cross-contamination of allergens.


