
 

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. 

 

 

New Year’s Lunch Set 
新年特別ランチ 

 

 
 

¥ 6,500 

  

和コース Wa Course 

  

先付 
・焼き胡麻豆腐 山葵 割醤油 

・さごし五色膾 
大根 人参 胡瓜 干し柿 水前寺海苔 

いくら 柚子 

Appetizer 
Grilled sesame tofu, wasabi, soy sauce 

Young Spanish mackerel with vinegared vegetables 
Radish, carrot, cucumber, dried persimmon, seaweed 

Salmon roe, yuzu 
  

煮物椀 
海老真丈 かぶら 扇面大根人参 青味 柚子 

Soup 
Shrimp cake, turnip, radish, carrot, greens, yuzu 

  
造り 

鯛 赤身 烏賊 甘海老 
あしらい物 山葵 

Sashimi 
Sea bream, tuna, calamari, sweet shrimp 

Vegetables, wasabi 
  

焼物 
天然鯛味噌柚庵焼き 
京鴨ロース九条巻き 

トマト 鼈甲餡 粒マスタード 
青唐 酢取り茗荷 

Grilled dish 
Grilled miso marinated natural sea bream 

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

Green chilli, vinegared myoga 
  

鉢物 
慈姑饅頭 銀餡 木の芽 

Simmered dish 
Arrowhead dumpling, amber sauce, kinome 

  
御飯 

京都丹後産コシヒカリ 
ちりめん山椒煮 
香の物三種 

Rice 
Steamed rice Kyoto “KOSHIHIKARI” 

Braised young sardines with sansho pepper 
Assorted pickles 3 items 

  
汁 

赤出汁 豆腐 若布 
九条葱 粉山椒 

Soup 
Red miso soup, tofu, wakame seaweed 

Kujo leek, sansho pepper 
  

水物 
抹茶豆乳プリン 

レモンゼリー 苺 金箔 

Dessert 
Matcha soy milk pudding 

Lemon jelly, strawberry, gold foil 
  



 

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. 

 

 
New Year’s Lunch Set 

新年特別ランチ 

 

 
 

¥ 6,000 

 

寿司コース Sushi Course 

  

先付 
・焼き胡麻豆腐 山葵 割醤油 

・さごし五色膾 
大根 人参 胡瓜 干し柿 水前寺海苔 

いくら 柚子 

Appetizer 
Grilled sesame tofu, wasabi, soy sauce 

Young Spanish mackerel with vinegared vegetables 
Radish, carrot, cucumber, dried persimmon, seaweed 

Salmon roe, yuzu 

  
鉢物 

慈姑饅頭 銀餡 木の芽 
Simmered dish 

Arrowhead dumpling, amber sauce, kinome 
  

焼物 
天然鯛味噌柚庵焼き 
京鴨ロース九条巻き 

トマト 鼈甲餡 粒マスタード 
青唐 酢取り茗荷 

Grilled dish 
Grilled miso marinated natural sea bream 

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

Green chilli, vinegared myoga 
  

寿司 
鯛 鮪 サーモン 烏賊 ほたて貝 

牡丹海老 穴子 
生姜 

Sushi 
Sea bream, tuna, salmon, calamari, scallop 

Botan prawn, conger eel 
Pickled ginger 

  
汁 

赤出汁 豆腐 若布 
九条葱 粉山椒 

Soup 
Red miso soup, tofu, wakame seaweed 

Kujo leek, sansho pepper 
  

水物 
抹茶豆乳プリン 

レモンゼリー 苺 金箔 

Dessert 
Matcha soy milk pudding 

Lemon jelly, strawberry, gold foil 
  


