12 月

食

先

附

洋

食

アペタイザー

海鼠 林檎みぞれ酢掛け

・オマール海老とそのコンソメジュレのガトー仕立て バニラ風味 キャビア添え
・冷製仔牛肉のロースト 金柑と砂肝コンフィの愛媛県清見タンゴール風味 香草ソース

前

菜

・渥美プレミアムラスサーモンのマリネとポアローのフランの合わせ味 赤紫蘇トマトソース

子持ち海老
干し柿チーズ生ハム巻き

・ガーデンサラダ

蟹真丈博多パン揚げ

ドレッシングは２種類からお選びいただけます

明太蓮根ゆかり揚げ

柚子胡椒のドレッシング

公魚南蛮漬け

コーンスープ

若桃煮
黒豆蜜煮

お

メインディッシュ

椀

ホウボウ蓮蒸し

お造り

・黒毛和牛フィレ肉のグリル パンチェッタとエストラゴンのソース 蓮根のガレット添え
[491 kcal]
・山口県産甘鯛ポワレと蕪のブレゼ トリュフのクリームソース
[237 kcal]
・島根ポークのスペアリブにシチリアングリーンオリーブのコンディメントをのせて
[520 kcal]

本鮪重ね
ハタそぎ造り

煮

南瓜のニョッキとミモレット
[239 kcal]

物

風呂吹き大根

ブレッドセレクション

穴子湯葉巻き

バゲット

下仁田葱旨煮
胡桃味噌掛け

小

シャウルス A.O.C.

鉢

御飯
●

飯
香の物

お米は岩手県雫石町産銀河のしずく（金芽米）を使用しております。

和菓子
餡ぷでぃんぐ

ソルトグラハム

シュロスバーガー アルト

セザールレガリス

ランゴドール

・ソルベペーシュ

菜

味噌汁

ノワレザン

デザート

島根県産まつなが和牛ばら肉の煮込み
[254 kcal]

御

シャンピニオン

チーズプレート

白子羹

主

ノンオイルトマトドレッシング

・ブラッドオレンジとライチのムース
・マロンパイ
・フルーツ

プティフール
ボンボンショコラ「陰 In」
プティフィナンシェ ピスターシュ

プティマカロン バニラとチェリー

辻口博啓氏が手がけるショコラトリー「LE CHOCOLAT DE H」
発酵のマリアージュを表現したボンボンショコラ「陰 In」
北海道 産生クリーム、米こうじ粉、エクアドル産カカオに米のリキュールであるみりんを加え、ガナッシュを作り
ました。発酵の深い味わいをお楽しみください。

ベジタリアンの方もお召し上がりいただけます。
（乳製品を使用しています。）

日本発 / FROM JAPAN

和

12 月

お好きな時に

小腹が空いた時に、またお酒のしめくくりに。いつでも気軽にお召し上がりください。

和食、洋食のセットメニュー

お酒のおともに
・まつのゆき ちーず粽菜
・鹿児島名物さつま揚げ

和

食

煮

物

薇と蒟蒻の炒め煮

・河豚の唐揚げ
主

スープ

穴子一干し焼き
[155 kcal]

コーンスープ

麺

菜

類

御飯

味噌汁

・一風堂ラーメン 空の上のトンコツ「そらとん」

香の物

お粥 もお選びいただけます

御飯のおともに

・きつねうどん

海苔

納豆

絹糸塩こんぶ

軽いお食事
南瓜のニョッキとミモレット
・ビーフハンバーガー イタリアンスタイル
・阿波尾鶏とマッシュルームのカレー

洋

・彩季の特製かつ丼
・炙り河豚唐墨茶漬け

メインディッシュ
トリュフとカッテージチーズオムレツ
[302 kcal]

リフレッシュメント
・ガーデンサラダ
ドレッシングは２種類からお選びいただけます

柚子胡椒のドレッシング

フルーツ

ノンオイルトマトドレッシング

・チーズプレート
シャウルス A.O.C.

シュロスバーガー アルト

セザールレガリス

食

ランゴドール

・フルーツ
・ヨーグルトに果実ふんだんなりんごジャムを添えて

５つある部屋はすべて個室という洗練を極める大人のレストラン。
「彩季」とのコラボレーションによる、隠れた人気のひと品を。
西麻 布の閑静な住宅街にひっそりと居を構える「彩季」。５つある部屋はすべて個室という、贅を尽くした大人
のレストランです。今回ご提 供するのは、
「彩季」の和食コースの〆でしか食べられない大人気の特製かつ丼。
豚肉や卵はもちろん、調味 料からパン粉までこだわり抜いた究極の味わいをご賞味ください。

ベジタリアンの方もお召し上がりいただけます。
（乳製品を使用しています。）

パンまたはシリアルからお選びいただけます

・アールグレイフィグ、クロワッサンを蒜山ジャージーバターとともに
ストロベリージャム、マーマレード もしくは ハニー もお選びいただけます
・シリアルをミルクとともに

日本発 / FROM JAPAN

お好きな時に

December

Japanese Cuisine

Appetizer plate

Starter; a taste of what’s to come

Sea cucumber with grated apple and yuzu citron vinegar sauce

• Gâteau style of homard and its consommé gelée vanilla flavor with caviar
• Chilled veal roast with kumquat, gizzard confit and citrus herb sauce

Zensai

A selection of morsels

• Atsumi salmon and poireau flan with red shiso and fresh tomato sauce

Yam and egg yolk sushi rolled with prawn
Dried persimmon and cheese rolled with uncured ham

• Garden salad

Fried crab meat fishcake and bread

Served with a choice of dressings.

Fried cod roe and lotus root with Japanese shiso herb flakes

Yuzu citron pepper-flavored dressing

Non oil tomato dressing

Marinated deep-fried pond smelt in vinegar sauce
Corn soup

Peach compote
Simmered black beans in syrup

Owan

A clear soup with produce

Main plate
• Grilled fillet of kuroge wagyu beef with pancetta and tarragon sauce served
with lotus root pancake
[491 kcal]

Steamed gurnard with lotus root-based batter

Otsukuri

A selection of sashimi

Seared Pacific bluefin tuna
Seared grouper

Nimono

• Yamaguchi tilefish poêlé with braised turnip and truffle cream sauce
[237 kcal]
• Boneless Shimane pork ribs with Sicilian green olive relish
[520 kcal]
Pumpkin gnocchi and mimolette
[239 kcal]

Simmered dish

Simmered daikon radish in soy-based sauce
Simmered conger eel rolled with yuba bean curd

Selection of breads

Simmered Shimonita leek in soy-based sauce
Walnut-based miso paste

Kobachi

Tasty tidbits

Jellied soft roe

Shusai

Main course

Simmered Shimane Matunaga wagyu beef belly in soy-based tomato sauce
[254 kcal]

Baguette

Champignon

Noix raisin

Salt graham

Cheese plate
CHAOURCE A.O.C.

SCHLOSSBERGER ALT

CÉSAR RÉGALIS

LINGOT D’OR

Desserts
• Peach sorbet
• Blood orange and lychee mousse
• Chestnut pie
• Fruits

Steamed rice
Steamed rice, miso soup and Japanese pickles
●

Served with “Ginganoshizuku” (KINMEMAI rice) produced in the Shizukuishi district of Iwate.

Wagashi

Classic Japanese sweet bites

Adzuki pudding

Petits fours
Bonbon chocolate In
Petit financier pistachio

Petit macaron vanilla and cherry

Bonbon chocolate In—a thing of beauty with premier fermented ingredients.
From “Le chocolat de H” chocolaterie operated by Hironobu Tsujiguchi.
Fermentation in quest of resonant flavors. A ganache made with fresh Hokkaido cream and rice koji-mold flour
blended into Ecuadorian cacao. Imbued with mirin, a fermented liquor brewed from rice.
Prepared specially for our vegetarian passengers (contains dairy products).

日本発 / FROM JAPAN

Sakizuke

International Cuisine

~ 和食 Washoku ~

December

Light Dishes Anytime

We invite you to enjoy light dishes whenever you wish.
You’ll find these dishes are a delicious follow-up to alcoholic beverages.

Japanese and International set menus.

Sake accompaniments

Japanese Cuisine

• Cheese and pickled daikon radish rolled with pickled Hiroshimana greens,
cheese and pickled cucumber rolled with pickled Hiroshimana greens

~ 和食

Washoku ~

Nimono
Stir-fried royal fern and white konjac with soy-based sauce

• Three kinds of Kagoshima deep-fried fishcake
• Deep-fried globefish

Shusai

Soup

Grilled conger eel with soy-based sauce
[155 kcal]

Corn soup
Steamed rice or rice porridge, miso soup and Japanese pickles

Noodles
• IPPUDO “SORATON” (pork broth) ramen

Accompaniment for steamed rice

• Japanese udon noodles garnished with deep-fried tofu

Dried nori seaweed
Natto (fermented soybeans)

Light dishes

Salted kombu kelp

Pumpkin gnocchi and mimolette
• Italian style beef hamburger
• Awaodori chicken and mushroom curry with steamed rice
• Saiki’s special pork cutlet and fried beaten egg over steamed rice
• Seared globefish and botargo over steamed rice in Japanese green tea

• Garden salad
Served with a choice of dressings.
Yuzu citron pepper-flavored dressing Non oil tomato dressing
CHAOURCE A.O.C.

Main dish
Truffle and cottage cheese omelet
[302 kcal]

Refreshments

• Cheese plate
SCHLOSSBERGER ALT CÉSAR RÉGALIS

International Cuisine

Fruits
Choose from bread or cereal.

LINGOT D’OR

• Fruits
• Plain yoghurt with plentiful apple jam

A special dish exclusively for visitors to “Saiki,”
an elegant restaurant with five dining rooms in private settings.
“Saiki,” a tranquil retreat in the urban core of Tokyo, offers an exquisite dining experience in five private rooms.
Our collaborative katsudon* is the final dish served exclusively in the restaurant’s Japanese course. Every component
of Saiki’s katsudon is peerless, from the pork and egg to the breadcrumbs and relishes.
*Saiki’s special pork cutlet and fried beaten egg over steamed rice

Prepared specially for our vegetarian passengers (contains dairy products).

• Earl grey fig, croissant served with flavorful Japanese Hiruzen jersey butter
Accompanied with a choice of strawberry jam, marmalade or honey
• Cereal with milk

日本発 / FROM JAPAN

Light Dishes Anytime

1 月

食

先

附

洋

食

アペタイザー

松竹梅盛り

・オマール海老とそのコンソメジュレのガトー仕立て バニラ風味 キャビア添え

松笠鮑旨煮

・冷製仔牛肉のロースト 金柑と砂肝コンフィの愛媛県清見タンゴール風味 香草ソース

竹萵苣薹

・渥美プレミアムラスサーモンのマリネとポアローのフランの合わせ味 赤紫蘇トマトソース

たけ ち しゃとう

梅花人参
・ガーデンサラダ

前

菜

ドレッシングは２種類からお選びいただけます

柚子胡椒のドレッシング

子持ち海老
干し柿チーズ生ハム巻き

コーンスープ

蟹真丈博多パン揚げ
明太蓮根ゆかり揚げ
公魚南蛮漬け

メインディッシュ
・黒毛和牛フィレ肉のグリル パンチェッタとエストラゴンのソース 蓮根のガレット添え
[491 kcal]

若桃煮
黒豆蜜煮

お

・山口県産甘鯛ポワレと蕪のブレゼ トリュフのクリームソース
[237 kcal]

椀

・島根ポークのスペアリブにシチリアングリーンオリーブのコンディメントをのせて
[520 kcal]

雑煮椀

南瓜のニョッキとミモレット

お造り

[239 kcal]

本鮪重ね
ハタそぎ造り

煮

ブレッドセレクション
バゲット

物

風呂吹き大根
シャウルス A.O.C.

下仁田葱旨煮
胡桃味噌掛け

御飯
●

香の物

お米は岩手県雫石町産銀河のしずく（金芽米）を使用しております。

餡ぷでぃんぐ

セザールレガリス

ランゴドール

・ブラッドオレンジとライチのムース
・マロンパイ

プティフール
ボンボンショコラ「陰 In」
プティフィナンシェ ピスターシュ

飯

和菓子

シュロスバーガー アルト

・フルーツ

菜

味噌汁

ソルトグラハム

・ソルベペーシュ

鉢

甘鯛のちり蒸し
[137 kcal]

御

ノワレザン

デザート

島根県産まつなが和牛叩き風ロースト

主

シャンピニオン

チーズプレート

穴子湯葉巻き

小

ノンオイルトマトドレッシング

プティマカロン バニラとチェリー

辻口博啓氏が手がけるショコラトリー「LE CHOCOLAT DE H」
発酵のマリアージュを表現したボンボンショコラ「陰 In」
北海道 産生クリーム、米こうじ粉、エクアドル産カカオに米のリキュールであるみりんを加え、ガナッシュを作り
ました。発酵の深い味わいをお楽しみください。

ベジタリアンの方もお召し上がりいただけます。
（乳製品を使用しています。）

日本発 / FROM JAPAN

和

1 月

お好きな時に

小腹が空いた時に、またお酒のしめくくりに。いつでも気軽にお召し上がりください。

和食、洋食のセットメニュー

お酒のおともに
・まつのゆき ちーず粽菜
・鹿児島名物さつま揚げ

和

食

煮

物

薇と蒟蒻の炒め煮

・河豚の唐揚げ
主

スープ

穴子一干し焼き
[155 kcal]

コーンスープ

麺

菜

類

御飯

味噌汁

・一風堂ラーメン 空の上のトンコツ「そらとん」

香の物

お粥 もお選びいただけます

御飯のおともに

・きつねうどん

海苔

納豆

絹糸塩こんぶ

軽いお食事
南瓜のニョッキとミモレット
・ビーフハンバーガー イタリアンスタイル
・阿波尾鶏とマッシュルームのカレー

洋

・彩季の特製かつ丼
・炙り河豚唐墨茶漬け

メインディッシュ
トリュフとカッテージチーズオムレツ
[302 kcal]

リフレッシュメント
・ガーデンサラダ
ドレッシングは２種類からお選びいただけます

柚子胡椒のドレッシング

フルーツ

ノンオイルトマトドレッシング

・チーズプレート
シャウルス A.O.C.

シュロスバーガー アルト

セザールレガリス

食

ランゴドール

・フルーツ
・ヨーグルトに果実ふんだんなりんごジャムを添えて

５つある部屋はすべて個室という洗練を極める大人のレストラン。
「彩季」とのコラボレーションによる、隠れた人気のひと品を。
西麻 布の閑静な住宅街にひっそりと居を構える「彩季」。５つある部屋はすべて個室という、贅を尽くした大人
のレストランです。今回ご提 供するのは、
「彩季」の和食コースの〆でしか食べられない大人気の特製かつ丼。
豚肉や卵はもちろん、調味 料からパン粉までこだわり抜いた究極の味わいをご賞味ください。

ベジタリアンの方もお召し上がりいただけます。
（乳製品を使用しています。）

パンまたはシリアルからお選びいただけます

・アールグレイフィグ、クロワッサンを蒜山ジャージーバターとともに
ストロベリージャム、マーマレード もしくは ハニー もお選びいただけます
・シリアルをミルクとともに

日本発 / FROM JAPAN

お好きな時に

January

Japanese Cuisine

Appetizer plate

Starter; a taste of what’s to come

Shochikubai (Pine, bamboo & plum: auspicious symbols in Japan) —

• Gâteau style of homard and its consommé gelée vanilla flavor with caviar

Simmered pinecone-shaped abalone in soy-based sauce

• Chilled veal roast with kumquat, gizzard confit and citrus herb sauce

Kombu kelp-cured bamboo-shaped stem lettuce

• Atsumi salmon and poireau flan with red shiso and fresh tomato sauce

Simmered Japanese plum flower-shaped carrot in soy-based sauce
• Garden salad

Zensai

Served with a choice of dressings.

A selection of morsels

Yam and egg yolk sushi rolled with prawn

Yuzu citron pepper-flavored dressing

Non oil tomato dressing

Dried persimmon and cheese rolled with uncured ham
Corn soup

Fried crab meat fishcake and bread
Fried cod roe and lotus root with Japanese shiso herb flakes
Marinated deep-fried pond smelt in vinegar sauce

Main plate

Peach compote

• Grilled fillet of kuroge wagyu beef with pancetta and tarragon sauce served

Simmered black beans in syrup

with lotus root pancake
[491 kcal]

Owan

A clear soup with produce

Duck with kudzu starch, rice cake and vegetables

Otsukuri

A selection of sashimi

• Yamaguchi tilefish poêlé with braised turnip and truffle cream sauce
[237 kcal]
• Boneless Shimane pork ribs with Sicilian green olive relish
[520 kcal]
Pumpkin gnocchi and mimolette
[239 kcal]

Seared Pacific bluefin tuna
Seared grouper

Nimono

Selection of breads

Simmered dish

Simmered daikon radish in soy-based sauce

Baguette

Simmered conger eel rolled with yuba bean curd
Simmered Shimonita leek in soy-based sauce
Walnut-based miso paste

Kobachi

Tasty tidbits

Roasted Shimane Matunaga wagyu beef

Shusai

Main course

Steamed tilefish
[137 kcal]

Steamed rice
Steamed rice, miso soup and Japanese pickles
●

Served with “Ginganoshizuku” (KINMEMAI rice) produced in the Shizukuishi district of Iwate.

Wagashi

Classic Japanese sweet bites

Adzuki pudding

Champignon

Noix raisin

Salt graham

Cheese plate
CHAOURCE A.O.C.

SCHLOSSBERGER ALT

CÉSAR RÉGALIS

LINGOT D’OR

Desserts
• Peach sorbet
• Blood orange and lychee mousse
• Chestnut pie
• Fruits

Petits fours
Bonbon chocolate In
Petit financier pistachio

Petit macaron vanilla and cherry

Bonbon chocolate In—a thing of beauty with premier fermented ingredients.
From “Le chocolat de H” chocolaterie operated by Hironobu Tsujiguchi.
Fermentation in quest of resonant flavors. A ganache made with fresh Hokkaido cream and rice koji-mold flour
blended into Ecuadorian cacao. Imbued with mirin, a fermented liquor brewed from rice.
Prepared specially for our vegetarian passengers (contains dairy products).

日本発 / FROM JAPAN

Sakizuke

International Cuisine

~ 和食 Washoku ~

January

Light Dishes Anytime

We invite you to enjoy light dishes whenever you wish.
You’ll find these dishes are a delicious follow-up to alcoholic beverages.

Japanese and International set menus.

Sake accompaniments

Japanese Cuisine

• Cheese and pickled daikon radish rolled with pickled Hiroshimana greens,
cheese and pickled cucumber rolled with pickled Hiroshimana greens

~ 和食

Washoku ~

Nimono
Stir-fried royal fern and white konjac with soy-based sauce

• Three kinds of Kagoshima deep-fried fishcake
• Deep-fried globefish

Shusai

Soup

Grilled conger eel with soy-based sauce
[155 kcal]

Corn soup
Steamed rice or rice porridge, miso soup and Japanese pickles

Noodles
• IPPUDO “SORATON” (pork broth) ramen

Accompaniment for steamed rice

• Japanese udon noodles garnished with deep-fried tofu

Dried nori seaweed
Natto (fermented soybeans)

Light dishes

Salted kombu kelp

Pumpkin gnocchi and mimolette
• Italian style beef hamburger
• Awaodori chicken and mushroom curry with steamed rice
• Saiki’s special pork cutlet and fried beaten egg over steamed rice
• Seared globefish and botargo over steamed rice in Japanese green tea

• Garden salad
Served with a choice of dressings.
Yuzu citron pepper-flavored dressing Non oil tomato dressing
CHAOURCE A.O.C.

Main dish
Truffle and cottage cheese omelet
[302 kcal]

Refreshments

• Cheese plate
SCHLOSSBERGER ALT CÉSAR RÉGALIS

International Cuisine

Fruits
Choose from bread or cereal.

LINGOT D’OR

• Fruits
• Plain yoghurt with plentiful apple jam

A special dish exclusively for visitors to “Saiki,”
an elegant restaurant with five dining rooms in private settings.
“Saiki,” a tranquil retreat in the urban core of Tokyo, offers an exquisite dining experience in five private rooms.
Our collaborative katsudon* is the final dish served exclusively in the restaurant’s Japanese course. Every component
of Saiki’s katsudon is peerless, from the pork and egg to the breadcrumbs and relishes.
*Saiki’s special pork cutlet and fried beaten egg over steamed rice

Prepared specially for our vegetarian passengers (contains dairy products).

• Earl grey fig, croissant served with flavorful Japanese Hiruzen jersey butter
Accompanied with a choice of strawberry jam, marmalade or honey
• Cereal with milk

日本発 / FROM JAPAN

Light Dishes Anytime

2 月

食

先

附

洋

食

アペタイザー

ずわい蟹 土佐酢ジュレ掛け

・オマール海老とそのコンソメジュレのガトー仕立て バニラ風味 キャビア添え
・冷製仔牛肉のロースト 金柑と砂肝コンフィの愛媛県清見タンゴール風味 香草ソース

前

菜

・渥美プレミアムラスサーモンのマリネとポアローのフランの合わせ味 赤紫蘇トマトソース

子持ち海老
干し柿チーズ生ハム巻き

・ガーデンサラダ

蟹真丈博多パン揚げ

ドレッシングは２種類からお選びいただけます

明太蓮根ゆかり揚げ

柚子胡椒のドレッシング

公魚南蛮漬け

コーンスープ

若桃煮
黒豆蜜煮

お

メインディッシュ
・黒毛和牛フィレ肉のグリル パンチェッタとエストラゴンのソース 蓮根のガレット添え
[491 kcal]

椀

薄氷蕪

・山口県産甘鯛ポワレと蕪のブレゼ トリュフのクリームソース
[237 kcal]

お造り
とら河豚焼き霜サラダ仕立て

・島根ポークのスペアリブにシチリアングリーンオリーブのコンディメントをのせて
[520 kcal]
南瓜のニョッキとミモレット

蒸し物

[239 kcal]

白子茶碗蒸し べっ甲餡掛け

小

ブレッドセレクション

鉢

島根県産まつなが和牛叩き風ロースト

主

御飯
●

香の物

お米は岩手県雫石町産銀河のしずく（金芽米）を使用しております。

和菓子
餡ぷでぃんぐ

シャンピニオン

ノワレザン

ソルトグラハム

シャウルス A.O.C.

シュロスバーガー アルト

セザールレガリス

ランゴドール

デザート
・ソルベペーシュ

飯

味噌汁

バゲット

チーズプレート

菜

真鯛とずわい蟹の更紗焼き
[183 kcal]

御

ノンオイルトマトドレッシング

・ブラッドオレンジとライチのムース
・マロンパイ
・フルーツ

プティフール
ボンボンショコラ「陰 In」
プティフィナンシェ ピスターシュ

プティマカロン バニラとチェリー

辻口博啓氏が手がけるショコラトリー「LE CHOCOLAT DE H」
発酵のマリアージュを表現したボンボンショコラ「陰 In」
北海道 産生クリーム、米こうじ粉、エクアドル産カカオに米のリキュールであるみりんを加え、ガナッシュを作り
ました。発酵の深い味わいをお楽しみください。

ベジタリアンの方もお召し上がりいただけます。
（乳製品を使用しています。）

日本発 / FROM JAPAN

和

2 月

お好きな時に

小腹が空いた時に、またお酒のしめくくりに。いつでも気軽にお召し上がりください。

和食、洋食のセットメニュー

お酒のおともに
・まつのゆき ちーず粽菜
・鹿児島名物さつま揚げ

和

食

煮

物

薇と蒟蒻の炒め煮

・河豚の唐揚げ
主

スープ

穴子一干し焼き
[155 kcal]

コーンスープ

麺

菜

類

御飯

味噌汁

・一風堂ラーメン 空の上のトンコツ「そらとん」

香の物

お粥 もお選びいただけます

御飯のおともに

・きつねうどん

海苔

納豆

絹糸塩こんぶ

軽いお食事
南瓜のニョッキとミモレット
・ビーフハンバーガー イタリアンスタイル
・阿波尾鶏とマッシュルームのカレー

洋

・彩季の特製かつ丼
・炙り河豚唐墨茶漬け

メインディッシュ
トリュフとカッテージチーズオムレツ
[302 kcal]

リフレッシュメント
・ガーデンサラダ
ドレッシングは２種類からお選びいただけます

柚子胡椒のドレッシング

フルーツ

ノンオイルトマトドレッシング

・チーズプレート
シャウルス A.O.C.

シュロスバーガー アルト

セザールレガリス

食

ランゴドール

・フルーツ
・ヨーグルトに果実ふんだんなりんごジャムを添えて

５つある部屋はすべて個室という洗練を極める大人のレストラン。
「彩季」とのコラボレーションによる、隠れた人気のひと品を。
西麻 布の閑静な住宅街にひっそりと居を構える「彩季」。５つある部屋はすべて個室という、贅を尽くした大人
のレストランです。今回ご提 供するのは、
「彩季」の和食コースの〆でしか食べられない大人気の特製かつ丼。
豚肉や卵はもちろん、調味 料からパン粉までこだわり抜いた究極の味わいをご賞味ください。

ベジタリアンの方もお召し上がりいただけます。
（乳製品を使用しています。）

パンまたはシリアルからお選びいただけます

・アールグレイフィグ、クロワッサンを蒜山ジャージーバターとともに
ストロベリージャム、マーマレード もしくは ハニー もお選びいただけます
・シリアルをミルクとともに

日本発 / FROM JAPAN

お好きな時に

February

Japanese Cuisine

Appetizer plate

Starter; a taste of what’s to come

Snow crab meat with bonito-based vinegar gelée

• Gâteau style of homard and its consommé gelée vanilla flavor with caviar
• Chilled veal roast with kumquat, gizzard confit and citrus herb sauce

Zensai

A selection of morsels

• Atsumi salmon and poireau flan with red shiso and fresh tomato sauce

Yam and egg yolk sushi rolled with prawn
Dried persimmon and cheese rolled with uncured ham

• Garden salad

Fried crab meat fishcake and bread

Served with a choice of dressings.

Fried cod roe and lotus root with Japanese shiso herb flakes

Yuzu citron pepper-flavored dressing

Non oil tomato dressing

Marinated deep-fried pond smelt in vinegar sauce
Corn soup

Peach compote
Simmered black beans in syrup

Owan

A clear soup with produce

Main plate
• Grilled fillet of kuroge wagyu beef with pancetta and tarragon sauce served
with lotus root pancake
[491 kcal]

Grilled tilefish with thin-sliced turnip

Otsukuri

A selection of sashimi

Seared Japanese pufferfish salad style

Mushimono

A medley of steamed delicacies

• Yamaguchi tilefish poêlé with braised turnip and truffle cream sauce
[237 kcal]
• Boneless Shimane pork ribs with Sicilian green olive relish
[520 kcal]
Pumpkin gnocchi and mimolette
[239 kcal]

Steamed savory soft cod roe and milk custard with soy-based sauce

Kobachi

Tasty tidbits

Selection of breads

Roasted Shimane Matunaga wagyu beef
Baguette

Shusai

Main course

Grilled red sea bream with snow crab meat flakes and vegetable miso batter
[183 kcal]

Steamed rice
Steamed rice, miso soup and Japanese pickles
●

Served with “Ginganoshizuku” (KINMEMAI rice) produced in the Shizukuishi district of Iwate.

Wagashi

Champignon

Salt graham

Cheese plate
CHAOURCE A.O.C.

SCHLOSSBERGER ALT

CÉSAR RÉGALIS

LINGOT D’OR

Desserts
• Peach sorbet
• Blood orange and lychee mousse
• Chestnut pie
• Fruits

Classic Japanese sweet bites

Adzuki pudding

Noix raisin

Petits fours
Bonbon chocolate In
Petit financier pistachio

Petit macaron vanilla and cherry

Bonbon chocolate In—a thing of beauty with premier fermented ingredients.
From “Le chocolat de H” chocolaterie operated by Hironobu Tsujiguchi.
Fermentation in quest of resonant flavors. A ganache made with fresh Hokkaido cream and rice koji-mold flour
blended into Ecuadorian cacao. Imbued with mirin, a fermented liquor brewed from rice.
Prepared specially for our vegetarian passengers (contains dairy products).

日本発 / FROM JAPAN

Sakizuke

International Cuisine

~ 和食 Washoku ~

February

Light Dishes Anytime

We invite you to enjoy light dishes whenever you wish.
You’ll find these dishes are a delicious follow-up to alcoholic beverages.

Japanese and International set menus.

Sake accompaniments

Japanese Cuisine

• Cheese and pickled daikon radish rolled with pickled Hiroshimana greens,
cheese and pickled cucumber rolled with pickled Hiroshimana greens

~ 和食

Washoku ~

Nimono
Stir-fried royal fern and white konjac with soy-based sauce

• Three kinds of Kagoshima deep-fried fishcake
• Deep-fried globefish

Shusai

Soup

Grilled conger eel with soy-based sauce
[155 kcal]

Corn soup
Steamed rice or rice porridge, miso soup and Japanese pickles

Noodles
• IPPUDO “SORATON” (pork broth) ramen

Accompaniment for steamed rice

• Japanese udon noodles garnished with deep-fried tofu

Dried nori seaweed
Natto (fermented soybeans)

Light dishes

Salted kombu kelp

Pumpkin gnocchi and mimolette
• Italian style beef hamburger
• Awaodori chicken and mushroom curry with steamed rice
• Saiki’s special pork cutlet and fried beaten egg over steamed rice
• Seared globefish and botargo over steamed rice in Japanese green tea

• Garden salad
Served with a choice of dressings.
Yuzu citron pepper-flavored dressing Non oil tomato dressing
CHAOURCE A.O.C.

Main dish
Truffle and cottage cheese omelet
[302 kcal]

Refreshments

• Cheese plate
SCHLOSSBERGER ALT CÉSAR RÉGALIS

International Cuisine

Fruits
Choose from bread or cereal.

LINGOT D’OR

• Fruits
• Plain yoghurt with plentiful apple jam

A special dish exclusively for visitors to “Saiki,”
an elegant restaurant with five dining rooms in private settings.
“Saiki,” a tranquil retreat in the urban core of Tokyo, offers an exquisite dining experience in five private rooms.
Our collaborative katsudon* is the final dish served exclusively in the restaurant’s Japanese course. Every component
of Saiki’s katsudon is peerless, from the pork and egg to the breadcrumbs and relishes.
*Saiki’s special pork cutlet and fried beaten egg over steamed rice

Prepared specially for our vegetarian passengers (contains dairy products).

• Earl grey fig, croissant served with flavorful Japanese Hiruzen jersey butter
Accompanied with a choice of strawberry jam, marmalade or honey
• Cereal with milk

日本発 / FROM JAPAN

Light Dishes Anytime

