DINNER SET MENU

メリーランドクラブケーキ

Maryland crab cakes

レムラードソース レモン グリーンを添えて

Remoulade, lemon, garden leaves

フルーツトマトサラダ

Fruit tomato salad

レッドオニオン バジル

Red onion, basil leaves
***

オマール海老のビスク コニャックカプチーノ

Homard lobster bisque and Cognac cappuccino
***

上州牛サーロインのグリル

Grilled Jyoshu beef sirloin

マッシュポテト 野菜のオーブン焼き

Mashed potato, oven roasted vegetables
***

New York style blueberry cheesecake
Coffee, tea

ニューヨークスタイル ブルーベリーチーズケーキ

コーヒ－ または 紅茶

¥10,000
Enjoy with a set of glass of wine.

おすすめのグラスワインのセットと共にお食事をお楽しみください

Sparkling wine

スパークリングワイン

Chandon Brut NV (Australia) シャンドン ブリュット（オーストラリア）

Rose wine ロゼワイン
Ancient Vines Mourvedre Rose 2017, Cline エンシェント ヴァインズ ムールヴェードル ロゼ クライン
(Contra Costa, California) （コントラコスタ カリフォルニア）

Red wine 赤ワイン
the SUM Shiraz 2016, Castelli (South Australia) ザ サム シラーズ カステリ（南オーストラリア）

90ml ¥2,300 / 120ml ¥3,000

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
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.
ザ・グリル THE GRILL +81 75 541 3203 grill.kyoto@hyatt.com
ハイアット リージェンシー 京都 Hyatt Regency Kyoto

SHARING SET
(for minimum 2 persons 二名様以上で承ります)
シーフードオンアイス

Seafood on ice, traditional condiments

オマール海老 タラバガニ 海老 ムール貝 あさり

Homard lobster, king crab leg, prawns, black mussels, clams

フルーツトマトサラダ

Fruit tomato salad

レッドオニオン バジル

Red onion, basil leaves

***
オマール海老のビスク コニャックカプチーノ

Homard lobster bisque and Cognac cappuccino
***
Grilled Jyoshu beef sirloin

上州牛サーロインのグリル

White fish from Kyoto central market

京都中央市場から白身魚
マッシュポテト 野菜のオーブン焼き

Mashed potato, oven roasted vegetables
***
Madagascar vanilla crème brûlée
Seasonal fresh fruit

Cherry tart, pistachio ice cream
Coffee, tea

マダガスカルバニラクレームブリュレ
季節のフルーツを添えて

チェリータルト ピスタチオアイスクリーム
コーヒ－ または 紅茶

¥ 12,000
(per person お一人様)
Enjoy with a set of glass of wine.

おすすめのグラスワインのセットと共にお食事をお楽しみください

Sparkling wine

スパークリングワイン

Chandon Brut NV (Australia) シャンドン ブリュット（オーストラリア）

Rose wine ロゼワイン
Ancient Vines Mourvedre Rose 2017, Cline エンシェント ヴァインズ ムールヴェードル ロゼ クライン
(Contra Costa, California) （コントラコスタ カリフォルニア）

Red wine 赤ワイン
the SUM Shiraz 2016, Castelli (South Australia) ザ サム シラーズ カステリ（南オーストラリア）

90ml ¥2,300 / 120ml ¥3,000
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
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.
ザ・グリル THE GRILL +81 75 541 3203 grill.kyoto@hyatt.com
ハイアット リージェンシー 京都 Hyatt Regency Kyoto

SHARING SET
(for minimum 2 persons 二名様以上で承ります)
シーザーサラダ

Caesar salad

ロメインレタス ベーコン パルミジャーノ アンチョビドレッシング

Romaine heart, bacon, Parmigiano, anchovy dressing

北海道産帆立貝のロースト

Roasted fresh Hokkaido scallops

ハーブバター トマトサルサ クレームフレーシュ

Herb butter, tomato salsa, crème fraiche

***
Creamy clam chowder

クラムチャウダー

Potato, corn, spiced croutons

ポテト コーン クルトン

***
国産牛

Japanese beef
Daisen chicken breast

大山鶏胸肉

Hiyoshi pork shoulder

日吉豚肩肉
タスマニアサーモン

Tasmanian salmon

マッシュポテト 野菜のオーブン焼き

Mashed potato, oven roasted vegetables
***
Warm apple pie with vanilla ice cream
Apple, rum raisin

Coffee, tea

あたたかいアップルパイ バニラアイスクリーム
リンゴ ラムレーズン

コーヒ－ または 紅茶

¥ 9,000
(per person お一人様)
Enjoy with a set of glass of wine.

おすすめのグラスワインのセットと共にお食事をお楽しみください

Sparkling wine

スパークリングワイン

Chandon Brut NV (Australia) シャンドン ブリュット（オーストラリア）

White wine 白ワイン
Woodlands Chardonnay 2017 (Australia) ウッドランズ シャルドネ（オーストラリア）

Red wine 赤ワイン
Joel Gott Pinot Noir 2015 (California) ジョエル ゴット ピノノワール（カリフォルニア）

90ml ¥2,900 / 120ml ¥3,800
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
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.
ザ・グリル THE GRILL +81 75 541 3203 grill.kyoto@hyatt.com
ハイアット リージェンシー 京都 Hyatt Regency Kyoto

SHARING SET
(for minimum 2 persons 二名様以上で承ります)
シーザーサラダ

Caesar salad

ロメインレタス ベーコン パルミジャーノ アンチョビドレッシング

Romaine heart, bacon, Parmigiano, anchovy dressing

***
Creamy clam chowder

クラムチャウダー

Potato, corn, spiced croutons

ポテト コーン クルトン

***
Grilled Australian beef ribeye

オーストラリア産ビーフリブアイのグリル

American BBQ pork back rib

ポークバックリブのアメリカンバーベキュー
マッシュポテト 野菜のオーブン焼き

Mashed potato, oven roasted vegetables
***
Warm apple pie with vanilla ice cream
Apple, rum raisin

Coffee, tea

あたたかいアップルパイ バニラアイスクリーム
リンゴ ラムレーズン

コーヒ－ または 紅茶

¥ 6,500
(per person お一人様)

Enjoy with a set of glass of wine.

おすすめのグラスワインのセットと共にお食事をお楽しみください

Sparkling wine

スパークリングワイン

Chandon Brut NV (Australia) シャンドン ブリュット（オーストラリア）

White wine 白ワイン
Woodlands Chardonnay 2017 (Australia) ウッドランズ シャルドネ（オーストラリア）

Red wine 赤ワイン
Joel Gott Zinfandel 2017 (California) ジョエル ゴット ジンファンデル（カリフォルニア）

90ml ¥2,650 / 120ml ¥3,500

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
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.
ザ・グリル THE GRILL +81 75 541 3203 grill.kyoto@hyatt.com
ハイアット リージェンシー 京都 Hyatt Regency Kyoto

A LA CARTE
APPETIZER 前菜
Australian sustainable king prawns
House cocktail sauce, lettuce, celery

Seafood on ice, traditional condiments
Homard lobster, king crab leg, prawns, black mussels, clams

Maryland crab cakes
Remoulade, garden leaves

Roasted fresh Hokkaido scallops
Herb butter, tomato salsa, crème fraiche

Dill and fennel cured salmon
Sour cream, capers, soft boiled quail egg, warm potato blinis

Caesar salad
Romaine heart, bacon, croutons, Parmigiano, anchovy dressing

Fruit tomato salad
Red onion, basil leaves

Creamy clam chowder
Potato, corn, spiced croutons

Homard lobster bisque and Cognac cappuccino

￥2,100
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FROM THE WOOD BURNING OVEN
BEEF

Kumamoto wagyu tenderloin, 150g
Kumamoto wagyu sirloin, 220g
Jyoshu tenderloin, 150g
Jyoshu sirloin, 300g
Japanese t-bone, 600g
Japanese bone in sirloin, 600g
Australian ribeye, 300g
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ン

ン
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￥7,500
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￥7,500

SPECIALTIES

Australian lamb chop, 250g
Hiyoshi pork chop, 220g
American BBQ pork back rib
Kyoto free range chicken breast

￥3,800

￥4,500

産
ョ
ョ
220g
産 BBQ
京都七谷地鶏胸肉

Live Canadian homard lobster
Tasmanian salmon, 150g
White fish from Kyoto central market, 160g

￥5,100

活

SAUCES

Peppercorn sauce
Red wine jus
Classic BBQ sauce
Café de Paris butter
Lemon butter sauce
Béarnaise

￥3,300
￥3,800

￥3,200
￥3,200
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Sautéed mushrooms
Creamed spinach
Oven roasted vegetables
Mashed potato
Garlic and herb French fries
Mac and cheese

ュ
￥950
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￥950
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￥950
￥950
￥950
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方
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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.
THE GRILL +81 75 541 3203 grill.kyoto@hyatt.com
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京都 Hyatt Regency Kyoto
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DESSERT MENU
Dessert デザート
Cherry tart, pistachio ice cream
Madagascar vanilla crème brûlée
Seasonal fruit

￥850
￥950

チェリータルト ピスタチオアイスクリーム
マダガスカルバニラクレームブリュレ
季節のフルーツを添えて

Warm apple pie with vanilla ice cream

￥950

あたたかいアップルパイ バニラアイスクリーム

New York style blueberry cheesecake
Kyoto sundae

￥950

ニューヨークスタイル ブルーベリーチーズケーキ

Uji matcha ice cream, warabi mochi, sweet black bean
Black sesame wafer, whipped cream

Ice cream and sorbet

京都サンデー
￥1,000
￥420

宇治抹茶アイスクリーム わらび餅 黒豆
黒胡麻のウェファー ホイップクリーム

アイスクリーム シャーベット

Vanilla
Chocolate
Strawberry
Pistachio
Kyoto milk

バニラ
チョコレート
ストロベリー
ピスタチオ
京都ミルク

Raspberry

ラズベリー

Fruit platter
Selection of cheese
Fruit and nut bread, grape jam and truffled honey

￥1,380
￥2,000

フルーツ盛り合わせ
チーズの盛り合わせ
フルーツ・ナッツブレッド 葡萄ジャムとトリュフハニー

Coffee コーヒー
Black coffee / espresso
Café au lait / café latte / cappuccino
Iced café latte / iced cappuccino

￥850
￥900
￥900

コーヒー / エスプレッソ
カフェオレ / カフェラテ / カプチーノ
アイスカフェラテ / アイスカプチーノ

Tea 紅茶
Darjeeling / earl grey
Assam / English blend
Mint / chamomile / rose hip

￥850
￥850
￥850

ダージリン / アールグレイ
アッサム / イングリッシュブレンド
ミント / カモミール / ローズヒップ

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
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.
ザ・グリル THE GRILL +81 75 541 3203 grill.kyoto@hyatt.com
ハイアット リージェンシー 京都 Hyatt Regency Kyoto

