
 

  ディナーディナーディナーディナーコースコースコースコース  Dinner Course  5:30p.m. ~ 10:00p.m. 
2019/06/01 (Sat.) ~ 2019/08/31 (Sat.) 

フェヴァリット / グランド キッチン ディナーコースのプランチャ または ココット料理は +¥2,000で 

パレスホテル伝統のローストビーフ または 国産牛フィレ肉のプランチャ もお楽しみいただけます。 

Substitute main dish of FAVORITE / GRAND KITCHEN Dinner Courses with 
Roasted Japanese beef or Japanese beef tenderloin for an additional ¥2,000. 

表示価格に別途サービス料 10%、消費税 8%を加算させていただきます。食材によるアレルギーなどがございましたら、予め係へお申し付けください。 

 米飯類・米加工品の産地情報については、スタッフにお尋ねください。 

All prices are in Japanese Yen, subject to an additional 10% service charge and 8% consumption tax. 

Kindly inform our staff prior to ordering if you have any food allergies or are observing dietary restrictions. 

For inquiries about rice-based foods, kindly ask our service staff. 
 

 プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム ディナディナディナディナーーーー / PREMIUM DINNER  ¥8,800 

昆布〆した真鯛のスモーク / 夏野菜、塩昆布のヴィネグレット 
Smoked sea bream infused with kelp / summer vegetables, salt kelp vinaigrette 

——————————— 

プランチャ / 太刀魚、レモン、ホウレン草、レモンバターソース 

Plancha / Cutlass fish, lemon, spinach, lemon butter sauce 

——————————— 

下記より1 品お選びください 

Please select one item from the below 

国産牛のローストビーフ / 季節野菜、ヨークシャープディング、グレイビー 

Roasted Japanese beef / seasonal vegetables, Yorkshire pudding, gravy 

または or 

国産牛フィレ肉のプランチャ / 季節野菜、生姜の香るソース 

Plancha / Japanese beef tenderloin, seasonal vegetables, ginger sauce 

——————————— 

ココナッツのパンナコッタとパイナップルのコンポート / トロピカルフルーツのソルベ 

Coconut panna cotta with pineapple compote / tropical fruit sherbet 

——————————— 

コーヒー または 紅茶 

Coffee or tea 

 

 フェヴァリットフェヴァリットフェヴァリットフェヴァリット ディナディナディナディナーーーー / FAVORITE DINNER  ¥6,800 

各カテゴリーより1品ずつお選びください / Please select one item from each section 

アペタイザーアペタイザーアペタイザーアペタイザー&サラダサラダサラダサラダ 

Appetizers & Salads 
——————————— 

* ハーフサイズでのご用意となります / Served in half-sized portions 

スープスープスープスープ  または  パスタ、リゾット＆ナポリ風ピッツァパスタ、リゾット＆ナポリ風ピッツァパスタ、リゾット＆ナポリ風ピッツァパスタ、リゾット＆ナポリ風ピッツァ 

Soup  or  Pasta, Risotto & Pizza alla Napoletana 

——————————— 

プランチャ＆グリルプランチャ＆グリルプランチャ＆グリルプランチャ＆グリル  または  ココットココットココットココット 

Plancha & Grill  or  Cocottes 

——————————— 

デザート＆チーズデザート＆チーズデザート＆チーズデザート＆チーズ 
Desserts & Cheese 

——————————— 

コーヒー または 紅茶 

Coffee or tea 

 

 グランドグランドグランドグランド キッチンキッチンキッチンキッチン ディナディナディナディナーーーー / GRAND KITCHEN DINNER  ¥6,000 

各カテゴリーより1品ずつお選びください / Please select one item from each section 

 
アペタイザーアペタイザーアペタイザーアペタイザー&サラダサラダサラダサラダ 

Appetizers & Salads 
——————————— 

プランチャ＆グリルプランチャ＆グリルプランチャ＆グリルプランチャ＆グリル  または  ココットココットココットココット 

Plancha & Grill  or  Cocottes 
——————————— 

デザート＆チーズデザート＆チーズデザート＆チーズデザート＆チーズ 

Desserts & Cheese 
——————————— 

コーヒー または 紅茶 

Coffee or tea 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワインペアリングワインペアリングワインペアリングワインペアリング 
Wine Pairing 

¥5,500 

 

 

お料理に合わせたソムリエ厳選のグラスワイン4種 

フリーフローのミネラルウォーター 

 

Four glasses of wine selected by our sommelier 

and 

free-flow mineral water (still or sparkling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワインペアリングワインペアリングワインペアリングワインペアリング 
Wine Pairing 

¥4,500 

 

 

お料理に合わせたソムリエ厳選のグラスワイン3種 

フリーフローのミネラルウォーター 

 

Three glasses of wine selected by our sommelier 

and 

free-flow mineral water (still or sparkling) 

 

 

 

 

 

 

 

ワインペアリングワインペアリングワインペアリングワインペアリング 
Wine Pairing 

¥3,500 

 

 

お料理に合わせたソムリエ厳選のグラスワイン2種 

フリーフローのミネラルウォーター 

 

Two glasses of wine selected by our sommelier 

and 

free-flow mineral water (still or sparkling) 

 


