
 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させて頂きます。 

市場・天候等の状況により食材が変更になる事がございます。 

米の産地情報につきましてはスタッフにお問い合わせください。 

アレルギーや不耐性をお持ちの方はご遠慮なくお申し出ください。 

Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 
Menu items may change subject to availability and supply conditions. 

Please do not hesitate to let us know if you have any allergy or intolerance. 

 

 

Christmas Dinner 

 

 

¥ 11,000 

  

東山 TOUZAN 

  

前菜 
雲丹豆腐と大豆スープすり流し 花穂 
京鴨九条葱巻き 鼈甲餡 粒マスタード 

サーモン砧巻き 
柚香鯛かぶら寿司 

海老芋唐揚げ 大徳寺納豆香煎 
浅利卯の花コロッケ 白味噌仕立てのソース 

菜種辛子浸し 煎り卵 

Appetizer 

Soy beans soup with sea urchin tofu, edible flower 

Kujo leek wrapped in Kyoto duck, amber sauce, whole-grain mustard 

Pickled radish salmon roll 

Sea bream, kinome, turnip sushi, yuzu 

Fried ebi taro, Daitokuji natto beans powder 

Clam and tofu pulp croquet, white miso sauce 

Simmered rapeseed with mustard, egg 

  

煮物椀 霙仕立て 
雲子おかき揚げ 焼き胡麻豆腐 

青軸 柚子 

Soup with grated radish 

Fried soft sea bream roe with rice cracker, grilled sesame tofu 

greens, yuzu 

  

造り 
車海老洗い 鯛 本鮪 鰤 あしらい物 山葵 

Sashimi 

Kuruma prawn, sea bream, tuna, yellowtail, vegetables, wasabi 

  

焼物 
国産牛サーロイン 

かぶら 人参 トマト クレソン 照り焼きソース 山葵 胡椒塩 

Grilled dish 

Grilled Japanese beef sirloin 

Turnip, carrot, tomato, watercress, teriyaki sauce, wasabi, pepper salt 

  

鉢物 
蟹飛龍頭 法蓮草 生姜 友地餡 

Simmered dish 

Fried tofu with crab and vegetables, spinach, ginger, dashi sauce 

  

御飯 
京赤地鶏と葱御飯 

Rice 

Hot pot rice, Kyoto chicken and leek 

  

香の物 
三種盛り 

Pickles 

Assorted pickles 3 kinds 

  

汁 
赤出汁 九条葱 豆腐 粉山椒 

Soup 

Red miso soup, Kujo leek, tofu, sansho powder 

  

水物 
抹茶ティラミス 

苺 メロン レモンゼリー掛け 

Dessert 

Matcha tiramisu 

Strawberry, melon, lemon jelly 

  



 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させて頂きます。 

市場・天候等の状況により食材が変更になる事がございます。 

米の産地情報につきましてはスタッフにお問い合わせください。 

アレルギーや不耐性をお持ちの方はご遠慮なくお申し出ください。 

Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 
Menu items may change subject to availability and supply conditions. 

Please do not hesitate to let us know if you have any allergy or intolerance. 

 

 

Christmas Dinner 

 

 
 

¥ 11,000 

  

寿司懐石 SUSHI KAISEKI 

  

前菜 
雲丹豆腐と大豆スープすり流し 花穂 
京鴨九条葱巻き 鼈甲餡 粒マスタード 

サーモン砧巻き 
柚香鯛かぶら寿司 

海老芋唐揚げ 大徳寺納豆香煎 
浅利卯の花コロッケ 白味噌仕立てのソース 

菜種辛子浸し 煎り卵 

Appetizer 

Soy beans soup with sea urchin tofu, edible flower 

Kujo leek wrapped in Kyoto duck, amber sauce, whole-grain mustard 

Pickled radish salmon roll 

Sea bream, kinome, turnip sushi, yuzu 

Fried ebi taro, Daitokuji natto beans powder 

Clam and tofu pulp croquet, white miso sauce 

Simmered rapeseed with mustard, egg 

  

鉢物 
蟹飛龍頭 法蓮草 生姜 友地餡 

Simmered dish 

Fried tofu with crab and vegetables, spinach, ginger, dashi sauce 

  

寿司 
鯛 赤身 剣先烏賊 サーモン 

Sushi 

Sea bream, tuna, calamari, salmon 

  

焼物 
鰤桑焼き 淀大根 水辛子 振り柚子 かもじ葱 

Grilled dish 

Grilled yellowtail, radish, mustard leaf, yuzu, leek 

  

寿司 
雲丹 穴子 いくら 縞鯵 

Sushi 

Sea urchin, conger eel, salmon roe, striped jack 

  

汁 
赤出汁 九条葱 豆腐 粉山椒 

Soup 

Red miso soup, Kujo leek, tofu, sansho powder 

  

水物 
抹茶ティラミス 

苺 メロン レモンゼリー掛け 

Dessert 

Matcha tiramisu 

Strawberry, melon, lemon jelly 

  



 

上記の料金に消費税とサービス料(13%)を加算させて頂きます。 

市場・天候等の状況により食材が変更になる事がございます。 

米の産地情報につきましてはスタッフにお問い合わせください。 

アレルギーや不耐性をお持ちの方はご遠慮なくお申し出ください。 

Above prices are subject to tax and a 13% service charge. 
Menu items may change subject to availability and supply conditions. 

Please do not hesitate to let us know if you have any allergy or intolerance. 

 

 

Christmas Dinner 

 

 
 

¥ 9,000 
 

清水 KIYOMIZU 

  

前菜 
雲丹豆腐と大豆スープすり流し 花穂 
京鴨九条葱巻き 鼈甲餡 粒マスタード 

サーモン砧巻き 
柚香鯛かぶら寿司 

海老芋唐揚げ 大徳寺納豆香煎 
浅利卯の花コロッケ 白味噌仕立てのソース 

菜種辛子浸し 煎り卵 

Appetizer 

Soy beans soup with sea urchin tofu, edible flower 

Kujo leek wrapped in Kyoto duck, amber sauce, whole-grain mustard 

Pickled radish salmon roll 

Sea bream, kinome, turnip sushi, yuzu 

Fried ebi taro, Daitokuji natto beans powder 

Clam and tofu pulp croquet, white miso sauce 

Simmered rapeseed with mustard, egg 

  

煮物椀 霙仕立て 
雲子おかき揚げ 焼き胡麻豆腐 

青軸 柚子 

Soup with grated radish 

Fried soft sea bream roe with rice cracker, grilled sesame tofu 

greens, yuzu 

  

造り 

鯛 赤身 甘海老 あしらい物 山葵 

Sashimi 

Sea bream, tuna, sweet shrimp, vegetables, wasabi 

  

焼物 
鰤桑焼き 淀大根 水辛子 振り柚子 かもじ葱 

Grilled dish 

Grilled yellowtail, radish, mustard leaf, yuzu, leek 

  

鉢物 

慈姑饅頭 法蓮草 生姜 友地餡 

Simmered dish 

Arrowhead dumpling, spinach, ginger, dashi sauce 

  

御飯 
京赤地鶏と葱御飯 

Rice 

Hot pot rice, Kyoto chicken and leek 

  

香の物 
三種盛り 

Pickles 

Assorted pickles 3 kinds 

  

汁 
赤出汁 九条葱 豆腐 粉山椒 

Soup 

Red miso soup, Kujo leek, tofu, sansho powder 

  

水物 
抹茶ティラミス 

苺 メロン レモンゼリー掛け 

Dessert 

Matcha tiramisu 

Strawberry, melon, lemon jelly 

  


