
 
 

 
  会席ディナーコース 

 

月～金：17:30～22:00 (ラストオーダー21:00)  
土・日・祝：17:00～22:00 (ラストオーダー21:00) 

 

会席 むらさき \ 7,400 
 

先付 胡桃豆腐 雲丹 銀杏 山葵 チャービル 旨出し 

吸物 帆立真丈 麩 大根 人参 ほうれん草 木の芽 

造り 三種取り合わせ あしらい 

焚合せ 海老芋饅頭 蟹餡 柚子 

強肴 かます舞茸柚庵焼 栗甘露煮 菊花大根 

    海老あられ揚 蓮根枝豆挟み 無花果黄身衣 丸十 アスパラガス 

御飯 茸栗御飯 香の物 赤味噌仕立て 

デザート フルーツ盛り合わせ または 胡麻アイスクリーム          
 

会席 花 \ 11,000 
 

前菜 焼かますと茄子胡麻和え とんぶり 

     蟹 茸 ほうれん草 菊花 イクラ   

     胡桃豆腐  毬栗
いがぐり

 揚銀杏  秋刀魚棒寿司 

吸物 帆立真丈 麩 大根 人参 ほうれん草 木の芽 

造り 鯛 鮪 間八 あしらい 

焚合せ 米茄子 茸土佐煮 鱧吉野煮 平豆 

強肴 サーモン諸味噌焼 玉葱 針葱 南京 小芋 アスパラガス トマト 

酢の物 合鴨蒸煮粒マスタード 蓮芋 若布 山芋 ポン酢ジュレ 

御飯 茸栗ご飯 香の物 赤味噌仕立て 

デザート フルーツ盛り合わせ 

 

 
 

料金には、税金・サービス料が加算されます。。 
仕入状況によりメニューを変更する場合がございます。 

 
2017 autumn 

 
 

 



 
 

 
  

 

料金には、税金・サービス料が加算されます。。 
仕入状況によりメニューを変更する場合がございます。 

2017 autumn 
 

 

 

会席 雅 \ 18,200  
 
旬の食材を活かした本会席です。料理長 桃原廣得が織り成す味覚を存分にお楽しみ下さい。 

先付 鮑柔煮 生雲丹 イクラ 旨出しジュレ 穂紫蘇 

     帆立貝と占地のソテー オイスターソース風味 宝楽ししとう 

吸物 松茸 鱧 車海老 小蛤 三つ葉 酢橘 

凌ぎ  さば寿司 ガリ 

造り  鯛 とろ しまあじ 烏賊 鰹叩き あしらい 

焚合せ  蕪含め煮 蟹餡掛け 共葉 

強肴  茸炭火焼 鱧塩焼 銀杏松葉刺し ほうれん草 栗 酢橘 柚子卸し 白ポン酢 

酢の物  蟹 蓮芋 若布 防風 土佐酢ゼリー 黄身酢 

御飯  鱧茸雑炊 香の物 

デザート  フルーツ盛り合わせ 
 

*上記のお料理に加えメイン料理に特選和牛ステーキを 

召し上がっていただける会席コースもご用意いたしております。 

お一人様 / \ 22,800 

 
寿司会席 シェフのおすすめ 葵 \ 12,300  
 

先付 胡桃豆腐 雲丹 銀杏 山葵 チャービル 旨出し 

造り 本日の造り三種盛り あしらい 

焚合せ 海老芋饅頭 蟹餡 柚子 

焼物 かます柚庵焼 栗甘露煮 菊花大根 

寿司 中とろ 海老 白身魚 烏賊 穴子 雲丹 昆布〆 鉄火 新香細巻 

吸物  帆立真丈 麩 大根 人参 ほうれん草 木の芽 

デザート フルーツ盛り合わせ または 胡麻アイスクリーム 
 

＊すきやき しゃぶしゃぶもご用意いたしております。 

国産牛使用 お一人様 / \ 11,500 

神戸牛使用 お一人様 / \ 15,800  

 

 

 



 
 

 
  

 

料金には、税金・サービス料が加算されます。。 
仕入状況によりメニューを変更する場合がございます。 

2017 autumn 
 

 

 

源氏 ファイブ センス   \ 14,000 
 

会席 鉄板焼き 天ぷら 寿司 4 人のシェフが一新！ 

五感でお楽しみいただけるおすすめメニューです 
 
 

冷製前菜 / シェフ 村上 弘 

三種タルタル サーモン 烏賊 イクラ 穴子 雲丹 トロ 鰻 

温製前菜 / シェフ 畑 聡  

  オマール海老のソテー ジロル茸入りフリカッセ 

天婦羅 / シェフ 西川 哲二 

   車海老 甘鯛 エリンギベーコン巻 白舞茸 銀杏 さつま芋 

   ポン酢ジュレと淡雪塩を添えて 

土鍋 / シェフ 桃原 廣得 

     鱧と茸小鍋仕立て 巻白才 豆腐 水菜 葛切 生麩 白ポン酢 酢立 

食事 / シェフ 桃原 廣得 

  イクラと茸の雑炊 三つ葉 薬味 

デザート / シェフ 百田 利治 

  塩麹のパルフェとイチジクのコンポート ジャスミンティー風味のオレンジフォーム 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

料金には、税金・サービス料が加算されます。。 
仕入状況によりメニューを変更する場合がございます。 

 
2017 autumn 

 
 

 

源氏ダインアラウンド \ 11,000 
 

会席 鉄板焼き 天ぷら 寿司 4 人のシェフのスペシャルティを一度に 

お楽しみいただける人気メニューです 

 

前菜 / シェフ 桃原 廣得 

大根スープ煮 焼かます 茸 ほうれん草の菊花和え イクラ 胡麻クリーム掛け 

造り / シェフ 桃原 廣得 

鯛 鮪 烏賊 あしらい 

天婦羅 / シェフ 西川 哲二 

車海老 茄子の白身魚挟み揚げ 帆立貝 さつま芋 白舞茸 いんげん豆 人参 

      アンデス岩塩 雪塩 ポン酢卸し 

鉄板焼 / シェフ 畑 聡 

国産牛サーロイン 朴葉味噌焼き パルメザンチーズ風味 

寿司 / シェフ 村上 弘 

中トロ 〆物 烏賊 穴子 イクラ ガリ 赤味噌仕立て 

デザート / シェフ 百田 利治 

ハニージンジャーパンナコッタ 洋梨のジュレ 紫蘇のシャーベット添え 

 

早割りディナー 

なごみ \ 4,500 

19:30 までのご着席でお楽しみいただけるお手軽コースです 

先付 くみあげ湯葉 べっ甲餡 イクラ 

造り 三種盛り あしらい一式 

焚合せ 赤魚と豆腐と青葱の旨煮 
強肴 牛フィレ肉ソテー ペッパーソース エリンギ アスパラガス トマト ズッキーニ 

御飯 茸と栗の炊込み御飯 香の物 赤味噌仕立て 

デザート 胡麻アイスクリーム フルーツ添え 


