
Prices are inclusive of taxes and subject to a 15% service charge. 

料金には消費税が含まれております。なお、15%のサービス料が加算されます。 

Food allergies and food intolerance.We welcome inquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients. 

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。 

 

Roast&Grill 
Enjoy our lavish selection of appetizers, fresh salads, home-baked breads and seasonal desserts from our buffet.  

Your choice of main dish will be served to you at your dining table. 

エレメンツでは、旬の食材を使った前菜、フレッシュなサラダ、ホームメイドのパンやデザートがビュッフェにてお楽しみ頂けます。 

メインディッシュはお好みに合わせてお選びいただき、お席までお持ちいたします。 

Weekday Lunch / 平日 ￥4,200 Festive Lunch semi buffet / フェスティブセミビュッフェランチ￥5,000 

Saturday, Sunday and public holidays Lunch / 土曜日と日曜日および祝日 ￥4,700  

 
 

Choose your main 

お好みのメイン 

Choose your main dish from our selection of seasonal delicacies 

旬の食材を使ったメインのお料理をお選び頂けます 

Oita grunt fish grilled, roasted, or poached 

lentil and summer vegetable stew, moshio, micro herbs 

大分県産イサキ  

調理方法をお選びください グリル、ロースト、ポシェ 

レンズ豆と夏野菜の煮込み 藻塩 マイクロハーブ 

 

Charcoal-grilled Hanamidori chicken 

roasted peach and summer vegetables 

華味鶏チキンの炭火焼き 

桃のロースト 夏野菜 

Oita pork scaloppine 

lemon-caper sauce, whipped sweet potato 

大分県産豚肉のスカロッピーネ 

レモンケッパーサルサ サツマイモピュレ 

Bangers and mash 

Sakuraoh and Agu pork, Oita game sausage 

charred shishito, whipped potato, onion jus 

バンガーズ・アンド・マッシュ 

ソーセージ（桜王豚 沖縄アグー豚 大分県産ジビエ） 

焼きししとう マッシュポテト オニオンのジュ 

Poke bowl 

market-fresh fish, Oita fruits and vegetables, Ajimu rice 

ハワイアン海鮮丼 

本日の鮮魚 大分県産果物と野菜 安心院米 

 

 
Elements seasonal desserts buffet with your choice of TWG fine teas or coffee 

エレメンツ 季節のデザートビュッフェとお好みのコーヒー又は TWG の紅茶 

 

 

Main dish upgrade 

メインのアップグレード 

 

Grilled tuna 

lemon, mineral salt, Oita vegetables, Ajimu rice 

マグロのグリル 

レモン マルドン・シーソルト 地元野菜  

+￥1,000 

Oita beef sirloin 100g 

whipped potato, summer vegetables, red wine jus 

大分県産ビーフサーロイン  

マッシュポテト 夏野菜 赤ワインソース 

+￥2,000 

Lobster and seafood bouillabaisse 

lobster-saffron broth, market fish and seafood 

ロブスターと魚介のブイヤベース 

カナダ産ハーフロブスター サフランスープ 魚介 

+￥2,000 

Add topping 

メインディッシュにトッピングを追加 

Add foie gras to your main dish 

フォアグラ添え 

 

 

+￥1,000 

Add soup and appetizers  

スープ・前菜の追加 

 

Elements soup of the season 

エレメンツ 季節野菜のスープ 

 

+￥500 

Chicken and summer vegetable soup 

lemon ricotta 

チキンと夏野菜のスープ 

レモンリコッタチーズ 

+￥500 

Market fresh seafood crudo 

local sweet soy sauce, kabosu, petit herbs 

本日の海鮮クルード（イタリア風刺身） 

醤油 かぼす ハーブ 

+￥1,000 

Elements style domestic beef salad 

green onion, garlic, kabosu, chili, sesame 

エレメンツ 国産牛のローストビーフサラダ 

玉葱 ガーリックチップ かぼす 唐辛子 ごま 

+￥1,000 


