
弐の重〈洋食〉
●パルマ産 生ハム ドライフルーツ(いちぢく･枝付きレーズン) 
●フォアグラのガトー仕立て ●タルト ド フロマージュ ●国産
牛のローストビーフ ●金時人参のヴィッシー ●ごぼうのバル
サミコ風味 ●レンズ豆のサラダ ●タラバガニのグリル ●エゾ
アワビのパルメザンチーズ焼き ●うなぎのパイ包み焼き ●真
鯛のユリネ付け焼き ●クスクスのサラダ ●カリフラワーと赤
ピーマンのムース ●キャビア、うに、いくら ●キングサーモン
のマリネ バラ仕立て

参の重〈中華〉
●ふかひれの姿煮 ●あわびの醤油煮込み ●オマール海老の
チリソース ●広東チャーシュー ●花椎茸の煮込み ●黒豆の
五香煮 ●くらげの酢の物 ●数の子の紹興酒風味 ●カニ入り
絹田巻

※写真はイメージです。

一段のお重サイズ 16.5×16.5×4.6cm

サイズ 25.5×19.5×5.3cm

サイズ 25.5×19.5×5.3cm サイズ 25.5×19.5×5.3cm

壱の重〈和食〉

●イクラ 紅白羽子板 ●子持ち昆布 ●唐墨 金箔 ●黒豆松葉差し ●諸子奉書巻 ●伊達巻玉子 ●松の実真蒸 ●金柑蜜煮 
●花百合根甘露煮 ●末広麩 ●甘鯛西京焼 ●銀鱈西京焼 紅梅ぼんぼり ●小鯛けんちん焼 ●蕨鳥賊 ●雲子味噌幽庵焼 ●合鴨ロース 
●はじかみ生姜 ●龍眼穴子 ●子持ち鮎甘露煮 ●新筍土佐煮 ●鶴小芋 ●車海老姿煮 ●穴子昆布巻 ●牛蒡月冠 ●梅花人参 
●蒸し鮑 ●蟹錦紙巻 ●サーモン絹田巻 ●酢取り慈姑 ●紅白千代結び膾

和
食

洋
食

中
華

和一段重
（1～2人前）

￥18,000

●鰊昆布巻 梅花人参 ●合鴨ロース 
豆慈姑 ●イクラ 金箔 田作り ●数の
子土佐和え 絵馬蒲鉾 ●サーモン味
噌幽庵焼 翁昆布 ●車海老姿煮 ●松
笠柿 穴子八幡巻 ●銀鱈西京焼 糸う
に ●伊達巻玉子 末広麩 ●子持ち鮎
甘露煮 竹千沙糖 ●黒豆 栗金団 
●焼帆立貝 はじかみ生姜 紅白なます 
紅梅蕪

洋一段重
（1～2人前）

￥15,000
●トラウトキャビア ●オマール海老
のゼリー寄せ ●自家製牛タンの赤ワ
イン煮込み ●合鴨のパテ ●数の子
のワイン漬け バジル風味 ●ロースト
ビーフ ●ニシンのオレンジ漬け ●ロ
ブスターのマリネ ●エゾアワビのグ
リル ●スモークサーモンとスモーク
帆立のルーロー キャビア添え ●フ
ロマージュブランの赤ワインビネガー
風味 焼きポアロー添え

●フランス産マロンのモンブラン ●新春ロール ●カフェティラミス ●宇治抹茶オペラ ●ラズベリーケーキ 
●マンゴーレアチーズ ●あまおう苺のショートケーキ ●和栗と和三盆のモンブラン ●ピスタチオケーキ ●紫芋
とりんごのケーキ ●ホワイトチョコとオレンジのケーキ ●フォレノワール

サイズ 25.5×19.5×5.3cm￥10,000

限定

個80
和洋中三段重（3～4人前）

￥39,000

洋
食

和
食

中
華

中華一段重
（1～2人前）

￥18,000
●ふかひれの姿煮 ●くらげの酢の物 
●黒豆の五香煮 ●あわびの柔らか煮 
●中国風サラミ ●和牛のパイ包み焼
き ●栗の甘露煮 金木犀の香り ●ズ
ワイ蟹爪のチリソース ●海老のマヨ
ネーズソース ●絹田巻とイクラの紹
興酒漬け ●わかさぎの甘辛煮

限定

個50

プレミアクラブ会員の方
￥3,000 OFF

洋食を組合せた二段重をご予約いただくと、
￥3,000割引いたします。

早割特典 ￥3,000 OFF
11.30（火）までに、洋食を組合せた二段重を
ご予約いただくと、￥3,000割引いたします。

お渡し特典
スパークリングワイン（フルボトル）

1本プレゼント
〈ホテル来館お渡しの方対象〉

※プレミアムおせち、スイーツおせちを除く

※他の割引との併用はいたしかねます。
二段重は、和食、洋食、中華の中から、お好きなお重をお選びいただけます。

洋食組合せの

二段重
のご予約

※記載料金は税金込。
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※記載料金は税金込。


