
 
 
 
 

牛すじ味噌煮込みの春巻き インカの目覚めマッシュポテト添え ¥1,800 
Miso beef tendon spring roll, mashed “inca no mezame” potato 

伝助穴子と紫芋のミルフィーユ 赤ワイン山椒ソース ¥2,200 
“Densuke” conger eel and purple potato cutlet, red wine sansho pepper sauce 

松茸入りすき焼きの湯葉パン粉揚げ トマトの割下と木の芽サバイヨンソース ¥3,000 
Matsutake sukiyaki crumbed with yuba, tomato sukiyaki broth,  
kinome pepper sabayon sauce 

びっくりトリュフとフォアグラ カルバドスソース ¥3,200 
Truffle surprise and foie gras, calvados sauce 

オマール海老のソテー 玉葱のグラタン ¥3,200 
Sautéed lobster, onion gratin 

柔らかく炊いた蝦夷鮑 

スティック野菜 バーニャカウダソース ¥3,500 
Bonito with basil bread crumbs, gribiche sauce 

蝦夷鮑の柔らか煮 雲丹をはさんで ジンライムソース ¥3,500 
Simmered ezo abalone, vegetable sticks, bagna cauda sauce 

甘鯛うろこ焼き 酢橘餡 ジャンボ椎茸と帆立貝の真丈詰め ¥3,800 
Tilefish, sudachi sauce, giant shiitake mushroom with scallop dumpling 

フグぶつ切りソテー クリスタルオモニエール 雲丹スープ仕立て ¥3,800 
Sautéed globefish, sea urchin soup 

 

鮑 時価 
Abalone 

 
京都府産牛フィレ 100g ¥8,000 

Kyoto beef fillet 100g 

香川県産オリーブ牛サーロイン 100ｇ ¥8,000 
Kagawa olive beef sirloin 100g 

神戸牛サーロイン 100g ¥14,000 
Kobe beef sirloin 100g 

九州産 A5 フィレ 100g ※産地はシェフにお尋ねください。 ¥14,000 
A5 beef fillet 100g 

 
野菜朴葉味噌焼き ¥1,900 

Grilled vegetables with miso on hoba leaf 

ローストビーフサラダ くるみドレッシング ¥1,300 
Roasted beef salad with dried fig, walnut dressing 

ガーリックライス ¥1,500 
Garlic rice 

秋刀魚入りフライドライス 香の物 赤味噌仕立て ¥1,600 
Fried rice with pacific saury, Japanese pickles, red miso soup 

十穀米おこげ 雲丹とフグの出し汁餡かけ 香の物 ¥2,000 
Ten grain scorched rice, sea urchin and globefish broth, Japanese pickles 

カルボナーラ風うどん ジロル茸 パンチェッタベーコン ¥2,000 
Girolle and pancetta carbonara udon noodles 

 
 
梨のコンポートと紫蘇風味の梨シャーベット 生姜エスプーマ ¥1,800 

Pear compote with shiso flavored sherbet, ginger espuma 

ヌガーグラッセ ラズベリークーリ ホワイトバルサミコストロベリーシャーベット ¥1,800 
Nougat Grasse, raspberry coulis, white balsamic strawberry sherbet 

モンブラン キャラメルアイスクリーム ほうじ茶風味のキャラメルソース ¥2,000 
Mont blanc, caramel ice cream, roasted green tea flavored caramel sauce 

季節のフルーツとバニラアイスクリーム ¥1,200 
Seasonal fresh fruits with vanilla ice cream 

本日のタルトと季節のフルーツシャーベット ¥1,200 
Tart of the day with seasonal fruits sherbet 

 
 

上記料金には、税金とサービス料が加算されます。 
当ホテルでは国産米を使用しております。メニュー内容は、仕入れ状況により変更の場合がございますのでご了承ください。    
食物アレルギーなど、お食事に特別なご要望があるお客様はスタッフまでお申し付けください。 
Prices are in Japanese yen and subject to service charge and tax. 
Rice served is a product of Japan. If you have any special dietary needs or food allergies, please let us know. 
Please note that menus may be subject to change due to market availability. 
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