
Dinner Menu



1.Smoked duck 

2.Grilled beef tongue

3.Cob salad with 12 kind of vegetables ※写真はイメージ

1.
3.

2.



前菜

Starters
税別

牛タングリルのホットサラダ  ~グリビッシュソース~
Grilled beef tongue hot salad with gribiche sauce

820

エスカルゴのフリカッセ ガーリックトースト添え  ~パセリとガーリックの風味~
Fricassee of escargot with garlic toast

1,280

鴨の瞬間燻製 スモーキーディッシュ
Smoked duck 

1,280

フォアグラのパルフェ&フレンチトースト
Foie gras parfait with french toast

1,280

魚介と彩り野菜のアヒージョ
Seafood ajillo

1,080

チキンと彩り野菜のアヒージョ
Chicken ajillo

930

カマンベールチーズのガトー仕立て ~メイプル風味~
Camembert cheese with maple flavor

1,030

ソーセージと白いんげん豆の煮込み ~カスレ風~
Sausage and kidney beans stew

820

バケット
Baguette

250

ガーリックトースト
Garlic toast

300

税込

(885)

(1,382)

(1,382)

(1,382)

サラダ

Farm Greens
税別

バジルが香るシーフードのジェノバサラダ
Seafood salad

1,080

ローストビーフサラダ ~きざみ葉わさびのオリジナル和風ドレッシング~
Roast beef salad

1,080

12種の野菜たっぷりコブサラダ　※3～4名様サイズ
Cob salad with 12 kind of vegetables

1,380
税込

(1,166)

(1,166)

(1,490)

(1,166)

(1,004)

(1,112)

(885)

(270)

(324)

見た目も愉しむ、ライブ演出メニュー
Live parformance



1.5 kind of meat variation

2.Boston clam chowder 

3.Shrimp with mayonnaise ※写真はイメージ

1.
2.

3.



スープ

Soup
税別 税込

ボストンクラムチャウダー ~グラタン風~
Boston clam chowder

520 (561)

本日のスープ
Today’s soup

520 (561)

濃厚なワタリガニの贅沢ビスク
Migrant crab soup

830 (896)

メインディッシュ

Main Dish
税別 税込

若鶏ステーキとジャガイモのロースト ~ペンネゴルゴンゾーラソース~
Chicken steak , roasted potato and pennne with gorgonzola sauce

1,280 (1,382)

ロブスター&シーフードグラタン
Lobster and sezafood gratin

1,880 (2,030)

鰆のポワレ ポルチーニバター焼き
Saute of spanish mackerel

1,300 (1,404)

お肉を味わう5種のアソートヴィアンド
5 kind of meat variation

2,180 (2,354)

アジアンインスピレーションズ

Asian Inspirations
税別 税込

スパイス香る創作海老トースト＆近江牛プチコロッケ ~焦がし干しエビの風味を添えて~
Shrimp toast with omi beef croquette

880 (950)

牛肉のソテー&シーズンベジタブル ~甜麺醤フレーバー~
Beef saute and season vegitables with sweet bean sauce

980 (1,058)

骨付きハーフチキンの香味ソース仕立て ※3～4名様サイズ
Half chicken with spice sauce

1,980 (2,138)

海老のエスニック仕立て ~粒マスタードとマヨネーズの創作シノワアレンジ~
Shrimp with mayonnaise

880 (950)

ハンバーグステーキ 本日のソースで
Hamburger steak

1,280 (1,382)

牛頬肉の赤ワイン煮込み 温野菜とペンネを添えて
Beef stewed in red wine with steamed vegetables and penne

1,780 (1,922)

和牛ロースのグリル 120g
Grilled Japanese beef 120g

3,300 (3,564)

近江牛もも肉のグリル 100g
Grilled omi beef 100g

2,200 (2,376)



1.Raw ham and arugula pizza

2.Chibken and tomato pasta

3.Lobster and seafood paella ※写真はイメージ

1.
2.

3.



パエリア

Paella
税別

イカ墨のパエリア ~リバティースタイル~
Calamari black-ink paella

1,280

ロブスターと魚介のパエリア ~リバティースタイル~
Lobster and seafood paella

1,580
税込

(1,382)

(1,706)

パスタ

Pasta
税別

カチャトーラ ~鶏肉とトマトの猟師風パスタ~
Chicken and tomato pasta

1,100

ズワイ蟹とトマトのパスタ カルボナーラ風
Snow crab and tomato spaghetti ~carbonara style~

1,200

法蓮草とマッシュルームのゴルゴンゾーラパスタ
Mashroom and spinach pasta with gorgonzola sauce

1,100

ボッタルガのペペロンチーノ ~からすみのパスタ~
Pepperoncino of bottarga

1,580
税込

(1,188)

(1,296)

(1,188)

(1,706)

デザート

Dessert
税別

本日のデザート盛り合わせ
Today’s dessert

650
税込

(702)

キッズメニュー

Kids Menu
税別

キッズプレート ※小学6年生まで
Kids plate

980
税込

(1,058)

ピッツァ

Pizza
税別

4種チーズのクアトロフォルマッジオ ~ヘーゼルナッツ風味のハニーソース付き~
Quattro formaggi pizza

1,380

シーフードピッツァ
Seafood pizza

1,380

原木削り落としハモンセラーノとルッコラのライブピッツァ
Raw ham and arugula pizza

1,380
税込

(1,490)

(1,490)

(1,490)

見た目も愉しむ、ライブ演出メニュー
Live parformance



※写真はイメージ

Bon Appetite...



ベーシックコース Basic course (4,104)

・グラスワイン（赤 or 白・ノンアルコール赤 or 白）

・本日の前菜

・本日のスープ

・メインディッシュ1皿（下記よりお選びください）

　◯ 鰆のポワレ＆海老のエスニック仕立て

　◯ 近江牛もも肉のグリル80g＆豚バラのコンフィ40g

・パン

・デザート

・コーヒー　又は　紅茶

Appetizer
By the glass wine ( red or white or non-alcohol )

Soup

Bread
Dessert
Coffee or tea

Main dish (Choice) 
・Poiret of fish
・Grilled Beef

Appetizer
By the glass wine ( red or white or non-alcohol )

Soup

Bread
Dessert
Coffee or tea

Today’s fish dish
Grilled beef

グランドコース Grand course (6,264)

・グラスワイン（赤 or 白・ノンアルコール赤 or 白）

・お任せ前菜

・本日のスープ

・本日の魚料理

・和牛ロースのグリル 70g

・パン

・デザート

・コーヒー　又は　紅茶

税込

税込

リバティーの魅力が凝縮されたコースメニュー

シェアコース ※2名様～ Share course (3,456)

・牛タングリルのホットサラダ

・本日のスープ

・海老のエスニック仕立て

・牛肉のソテー＆シーズンベジタブル　～甜麺醤フレーバー～

・カチャトーラ　～鶏肉とトマトの猟師風パスタ～

Today’s soup
Grilled beef tongue hot salad

Shrimp with mayonnaise
Beef saute and season vegitables
Chibken and tomato pasta

税込

3,800

5,800

税別

税別

3,200
税別

取り分けスタイルのお手軽コース

シェアコース

Share Course

コース

Liberty’s Course


