
 

神戸牛＆国産伊勢海老料理 

奏 ―KANADE― 

シェフからの一品 

Amuse 

前菜 

Appetizer 
 

本日のスープ 

Today’s soup 
 

旬の焼き野菜 

Grilled vegetables 
 

下記よりお肉をお選びください 

Please choose your steak below 
 

京丹後産コシヒカリ又はお茶漬け 

Steamed rice Kyotango or Ochaduke 
 

※京丹後コシヒカリを追加 1,200 円でガーリックライスに変更できます 

  ※Steamed rice from Kyotango You can change to a Garlic rice additional 1,200yen 
 

 

赤出し／香の物 

Red miso soup ／ Japanese pickles 
 

デザート／コーヒー 

Dessert ／ Coffee 
 

  

●国産牛サーロイン 
Domestic beef sirloin steak  

100g： ¥8,500  ／  150g：  ¥10, 250 

●黒毛和牛サーロイン 
Japanese beef sirloin steak  

100g： \12,000   ／  150g： \15,500 

●神戸牛サーロイン 
Kobe beef sirloin steak  

100g： ¥16,000  ／    150g： ¥21,500  

 

●国産牛フィレ 
Domestic beef filet steak  

100g： ¥12,000  ／  150g：  ¥15,500 

●黒毛和牛フィレ 
Japanese beef filet steak  

100g： ¥19,000   ／  150g： ¥26,000 

●神戸牛フィレ 
 Kobe beef filet steak 

100g： ¥27,000  ／  150g： ¥38,000  

※上記の価格に消費税 8％とサービス料 10％を含んでおります。※すべて国産米を使用しています 

※Consumption tax of 8% of the above price and 10% service charge are included ※Rice product of Japan 

 



 

神戸牛＆国産伊勢海老料理 

雅 ―MIYABI― 

シェフからの一品 

Amuse 

前菜 

Appetizer 
 

本日のスープ 

Today’s soup 

旬の魚料理 

Seasonal fish dishes 
 

旬の焼き野菜 

Grilled vegetables 
 

下記よりお肉をお選びください 

Please choose your steak below 
 

京丹後産コシヒカリ又はお茶漬け 

Steamed rice Kyotango or Ochaduke 
 

※京丹後コシヒカリを追加 1,200 円でガーリックライスに変更できます 

  ※Steamed rice from Kyotango You can change to a Garlic rice additional 1,200yen 
 

 

赤出し／香の物 

Red miso soup ／ Japanese pickles 
 

デザート／コーヒー 

Dessert ／ Coffee 
 

  

●国産牛サーロイン 
Domestic beef sirloin steak  

100g： ¥13,000  ／  150g：  ¥14, 750 

●黒毛和牛サーロイン 
Japanese beef sirloin steak  

100g： \15,500   ／  150g： \19,000 

●神戸牛サーロイン 
Kobe beef sirloin steak  

100g： ¥19,500  ／    150g： ¥25,000  

 

●国産牛フィレ 
Domestic beef filet steak  

100g： ¥15,500  ／  150g：  ¥19,000 

●黒毛和牛フィレ 
Japanese beef filet steak  

100g： ¥22,500   ／  150g： ¥32,500 

●神戸牛フィレ 
 Kobe beef filet steak 

100g： ¥30,500  ／  150g： ¥41,500  

ステーキと魚料理ディナー 

※上記の価格に消費税 8％とサービス料 10％を含んでおります。※すべて国産米を使用しています 

※Consumption tax of 8% of the above price and 10% service charge are included ※Rice product of Japan 

 



 

神戸牛＆国産伊勢海老料理 

匠 ―TAKUMI― 

シェフからの一品 

Amuse 

前菜 

Appetizer 
 

本日のスープ 

Today’s soup 

国産伊勢海老料理 

Ise lobster 
 

旬の焼き野菜 

Grilled vegetables 
 

下記よりお肉をお選びください 

Please choose your steak below 
 

京丹後産コシヒカリ又はお茶漬け 

Steamed rice Kyotango or Ochaduke 
 

※京丹後コシヒカリを追加 1,200 円でガーリックライスに変更できます 

  ※Steamed rice from Kyotango You can change to a Garlic rice additional 1,200yen 
 

 

赤出し／香の物 

Red miso soup ／ Japanese pickles 
 

デザート／コーヒー 

Dessert ／ Coffee 
 

  

●国産牛サーロイン 
Domestic beef sirloin steak  

100g： ¥16,500  ／  150g：  ¥18,250 

●黒毛和牛サーロイン 
Japanese beef sirloin steak  

100g： \20,000   ／  150g： \23,500 

●神戸牛サーロイン 
Kobe beef sirloin steak  

100g： ¥24,000  ／    150g： ¥29,500  

 

●国産牛フィレ 
Domestic beef filet steak  

100g： ¥20,000  ／  150g：  ¥23,500 

●黒毛和牛フィレ 
Japanese beef filet steak  

100g： ¥27,000   ／  150g： ¥34,000 

●神戸牛フィレ 
 Kobe beef filet steak 

100g： ¥35,000  ／  150g： ¥46,000  

ステーキと伊勢海老料理ディナー 

※上記の価格に消費税 8％とサービス料 10％を含んでおります。※すべて国産米を使用しています 

※Consumption tax of 8% of the above price and 10% service charge are included ※Rice product of Japan 

 



 

●シェフからの一品 

Amuse 

●前菜 

Appetizer 

●本日のスープ 

Today’s soup 

●旬の魚料理 

Seasonal fish dishes 

●旬の焼き野菜 

Grilled vegetables 

●神戸牛サーロイン 100g 

Kobe beef sirloin steak 100g 

io 

 steak 100g 

●黒毛和牛フィレステーキ 100ｇ 

Japanese beef filet steak 100g 

●京丹後コシヒカリ又はお茶漬け 

Steamed rice from Kyotango or Ochaduke 

●香の物 

Japanese pickles 

●赤出汁 

Red miso soup 

●デザート 

Dessert 

●コーヒー 

Coffee 

お二人様 ￥40,000 

●シェフからの一品 

Amuse 

●前菜 

Appetizer 

●本日のスープ 

Today’s soup 

●フォアグラ 100ｇ 

Foie gras 100g 

●国産伊勢海老料理 

Ise lobster 

●旬の焼き野菜 

Grilled vegetables 

 

●神戸牛サーロイン 100g 

Kobe beef sirloin steak 100g 

●黒毛和牛フィレステーキ 100ｇ 

Japanese beef filet steak 100g 

●京丹後コシヒカリ又はお茶漬け 

Steamed rice from Kyotango or Ochaduke 

●香の物 

Japanese pickles 

●赤出汁 

Red miso soup 

●デザート 

Dessert 

●コーヒー 

Coffee 

お二人様 ￥52,000 

葵 -AOI- 
ペア DINNER コース 

 

輝 -KAGAYAKI- 
ペア DINNER コース 

 

※すべて国産米を使用しています。 

※Rice product of Japan. 

 

※京丹後コシヒカリを追加 1,200 円でガーリックライスに変更できます 

※Steamed rice from Kyotango You can change to a Garlic rice additional 1,200yen.  

※上記の価格に消費税 8％とサービス料 10％を含んでおります。 

※Consumption tax of 8% of the above price and 10% service charge are included  

 



 

神戸牛＆国産伊勢海老料理 

●シェフからの一品 

Amuse  

 

●前菜 

Appetizer 

 

●本日のスープ 

Today’s soup 

 

●フォアグラ 100ｇ 

Foie gras 100g 

 

●活鮑又は活伊勢海老料理 

Fresh Black abalone or Fresh Ise lobster 

 

●旬の焼き野菜 

Grilled vegetables 

 

●神戸牛サーロイン 100g 

Kobe beef sirloin steak 100g 

 

●神戸牛フィレステーキ 100ｇ 

Kobe beef filet steak 100g 

 

●京丹後コシヒカリ又はお茶漬け 

Steamed rice from Kyotango or Ochaduke 

 

 

 

 

●香の物／赤出汁 

Japanese pickles／Red miso soup 

 

●デザート／コーヒー 

Hotel special dessert／Coffee 

 

お二人様 ￥68,000 

極 -KIWAMI- 
ペア DINNERコース（要予約） 

神戸牛＆旬の魚料理 

 

※京丹後コシヒカリを追加 1,200 円でガーリックライスに変更できます 

※Steamed rice from Kyotango You can change to a Garlic rice additional 1,200 yen. 

※上記の価格に消費税 8％とサービス料 10％を含んでおります。※すべて国産米を使用しています 

※Consumption tax of 8% of the above price and 10% service charge are included ※Rice product of Japan 

 



 

A LA CARTE 

●黒毛和牛サーロインステーキ 旬の焼き野菜 

Japanese beef sirloin steak and Grilled 

vegetables 

(100g) \14,000 

 (150g) \21,000 

●ガーリックライス…………………………………………………………………￥1,800 

Garlic rice 

●蝦夷鮑………………………………………………………………………… (80g)￥2,800 

Ezo Abalone  

●フォアグラ…………………………………………………………………   (100g)￥3,500 

Foie Gras 

●本日の鮮魚…………………………………………………………………………￥3,500 

Today’s Fish Dishes  

●国産伊勢海老………………………………………………………    (ハーフカット)￥8,000 

Japanese Ise Lobster Half Cut Style 

●ヨーロピアン・ブルー・オマール（要予約）………………………………   ￥12,000～ 

European Blue Lobster  

●活伊勢海老（要予約）…………………………………………………………   ￥16,500～ 

Fresh Ise Lobster (Reservation)                                                      

●活黒鮑（要予約）………………………………………………………………   ￥16,500～ 

Fresh Black Abalone (Reservation)                                     

 

(100g) \7,000 

(150g) \10,500  

●黒毛和牛フィレステーキ 旬の焼き野菜 

Japanese beef filet steak and Grilled vegetables 

●国産牛サーロインステーキ 旬の焼き野菜 

Domestic beef sirloin steak and Grilled vegetables 

(100g) \3,500  

(150g) \5,250 

すべて国産米を使用しています。Rice product of Japan. 

 

(100g) \11,000 

 (150g) \16,500 

●神戸牛サーロインステーキ 旬の焼き野菜 

Kobe beef sirloin steak and Grilled vegetables 

●国産牛フィレステーキ 旬の焼き野菜 

Domestic beef filet steak and Grilled vegetables 

(100g) \7,000 

(150g) \10,500  

(100g) \22,000 

 (150g) \33,000 

●神戸牛フィレステーキ 旬の焼き野菜 

Kobe beef filet steak and Grilled vegetables 



 

神戸牛＆国産伊勢海老料理 

シェフからの一品 

マグレ鴨の自家製スモークとベリーのピンチョス バルサミコソース 

 

オードブル 

ズワイガニとアボカドのセルクル仕立て 

帆立貝のマリネと紋甲烏賊のカクテルソース 

二種のキャビアを添えて 

 

スープ 

蛤と春野菜のサフラン風味スープ ガーリックトースト添え 

 

ステーキ 

国産牛サーロインと国産牛フィレの食べ比べ 

 

旬の焼き野菜 

 

京丹後コシヒカリ又はお茶漬け 

※京丹後コシヒカリを追加 1,200 円でガーリックライスに変更できます。 

 

赤出汁・香の物 

 

ホテル特製デザート 

 

コーヒー 

※すべて国産米を使用しています。  ※食材の入荷都合により、一部メニューを変更させていただく場合がございます。 

￥9,000 

◆黒毛和牛サーロインとフィレの食べ比べ     ￥14,500 

◆神戸牛サーロインとフィレの食べ比べ      ￥20,000 

 




