【DINNER】

期間：2022 年 12 月 1 日（木）～2023 年 1 月 31 日（火）
1st Dec. 2022 – 31st Jan. 2023
1 名さま おとな￥8,800 こども（7～12 才）￥7,000 幼児（3～6 才）￥5,500
Adults \8,800 Children (7 to 12 years) \7,000 Toddlers (3 to 6 years) \5,500 per Person

※料金には、消費税が含まれております。別途サービス料 10％を頂戴いたします。
※イベント・季節・仕入れの状況により、食材・メニュー・価格に変更がある場合がござい
ます。
*The price includes the consumption tax. Separately the 10% service charge.
*Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the
market.

Dinner Buﬀet
シェフからの贈り物

Live Kitchen

ライブキッチン

Signature

骨付きローストビーフ

ハーブと塩麴でマリネをした後、
低温でじっくりと焼き上げ、旨味を引き出したおすすめのメニュー。

Grill

網焼き＆鉄板焼き

ディナーブッフェ
Hot Appetizers 温前菜

・ムール貝の白ワイン蒸し

・ローストチキン タイム風味

・ブイヤベース ザクロ風

・海老とアボカドのペンネグラタン

・ビーフシチュー

・クラムチャウダースープのパイ包み焼き

・チキンとポルチーニ茸の
クリーム煮

シェフおすすめの鉄板焼き／北海道産カチョカバロの鉄板焼き
焼き野菜／イベリコ豚の鉄板焼き／マグロ頬肉と江戸菜のアヒージョ

・フライドポテト

Japanese

Asian
寿司＆すき焼き、しゃぶしゃぶ

握り寿司／国産牛のすき焼き 温泉卵添え／しゃぶしゃぶ

Mont-Blanc

モンブラン

パティシエが目の前で仕上げる、季節のモンブラン。

アジアン

・イカスミリゾットとチーズフライ

・赤米うどん

・鹿肉とポルチーニ茸入り
ボロネーゼソース

・はすの芽 梅酢漬け
・柚子大根

・水餃子の白湯スープ
・プリンスホテル オリジナルカレー

・紫芋のポタージュ

・牛肉とクコの実入り黒カレー

・雲丹のフラン

・海老とカリフラワー入り赤カレー

・フカヒレ入りコンソメロワイヤル

・ナン または ごはん

・サラダバー
他3種

Pasta&Risotto パスタ＆リゾット

・甘エビとイクラのちらし寿司

・クラゲの白胡麻風味

Cold Appetizers 冷前菜

ストウブ

・鮟鱇のアクアパッツァ

・ソフトシェルシュリンプの
ハーブパン粉焼き

シェフおすすめのシーフードの網焼き

Hot pot

・日替わりスープ

Dessert＆Cafe

デザート＆カフェ

・ストロベリーアイス
・ピスタチオアイス
・アップルパイ
・サンマルク
・ローズフレーズ
・カラメルマロン
・パティシエおすすめジェラート
・パティシエおすすめプチスイーツ
・パン各種

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。
※特定原材料 7 品目アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係にお申し出ください。
※当ホテルのレストランにおける食物アレルギー対応につきましては、お客さまの安全を最優先とさせていただくため、正確なアレルゲン情報の入手可能な
特定原材料７品目（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみの対応とさせていただきます。
※すべてのメニューを同一の厨房で調理するため、アレルゲン物質が微量に混入する可能性がございます。

・コーヒー、紅茶各種

Live Kitchen

Dinner
シェフからの贈り物

Buﬀet Menu
Hot Appetizers

Signature -Beef Rib Roast
Beef Rib Roast with Gravy Sauce and a hint of Rosemary.

Grill & “Teppan-Yaki”

・Monkﬁsh Aqua Pazza

・Steamed Mussels with White Wine

・Roast Chicken with Thyme

・ZAKURO Style Bouillabaisse

・Shrimp and Avocado Penne au Gratin ・Beef Stew
・Clam Chowder Pot Pie

Grilled：Seafood of the Day

・Grilled Herb Crusted Softshell Shrimp

“Teppan-Yaki” : Special of the Day ／Caciocavallo Cheese from Hokkaido

・French Fries

Vegetables／Iberiko Pork／Edo Mustard Spinach Ajillo

Hot pot

・Chicken and Porcini Cream Stew

Asian

Japanese
“Nigiri”Sushi／Japanese Beef “Suki-Yaki” ／Pork “Shabu-Shabu”

・Arroz negro with fried Cheese

・Red Rice UDON Noodle

・Venison and Porcini Bolognese

・Pickled Lotus

Mont-Blanc
Served at the Pastry Kitchen, Please ask the Pastry Chef for or der.

Cold Appetizers
・Purple sweet Potato Potage
・Urchin Flan

・“Yuzu” Citrus Radish

・Patissiers Gelato Selection

・Chinese Dumpling

・Patissiers petit Sweets Selection

・Prince Hotel Original Chicken Curry

・Bread

・Beef Black Curry

・Coﬀee,Tea

・Naan or Rice

and other 3 kinds of Appetizers

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。
※特定原材料 7 品目アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）をお持ちのお客さまは、係にお申し出ください。
※当ホテルのレストランにおける食物アレルギー対応につきましては、お客さまの安全を最優先とさせていただくため、正確なアレルゲン情報の入手可能な
特定原材料７品目（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみの対応とさせていただきます。
※すべてのメニューを同一の厨房で調理するため、アレルゲン物質が微量に混入する可能性がございます。

Cafe
Dessert＆

・Jellyﬁsh Salad

・Shrimp and Cauliﬂower red Curry

・Shark Fin Consommé Royale
・Salad

・CHIRASHI Sushi

・Soup of the Day

