
【Dinner】 

 

 

期間：2023 年 4 月 11 日（火）～ 

11th Apr. 2023 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表示料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（13％）を加算させ

ていただきます。 

※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。 

*All prices include consumption tax, and subject to 13% service charge. 

*Please be advised that menu is subject to change on availability.   

ご予約／Reservation 

TEL：03-3447-1139 

受付時間 Operating hours 

 10:00A.M. ～ 6:00P.M. 



黒毛和牛コース
Japanese WAGYU

前菜盛り合わせ
Appetizers

本日のスープ または 桂サラダ
Soup of  the Day or KATSURA Signature Salad

黒毛和牛フィレ（１００g） または 黒毛和牛ロース（１２０g）

Japanese WAGYU Fillet（１００g） or  Sirloin（１２０g）

黒毛和牛フィレ（増量50g） ﾌﾟﾗｽ ¥4,750

黒毛和牛ロース（増量50g） ﾌﾟﾗｽ ¥3,750

Fillet   (+50g)    +¥4,750
Sirloin (+50g)    +¥3,750

本日の焼き野菜
Vegetables of the Day

ガーリックライス
Fried Garlic Rice 

味噌汁・香の物
MISO soup  and  Japanese Pickles

甘味
Dessert

￥16,500
表記料金には、消費税が含まれております。別途１3％のサービス料を加算させていただきます。

仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
Price includes consumption tax. Additional 13% will be added for service charge.

Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.



黒毛和牛と海の幸コース
Japanese WAGYU and Sea Food

前菜盛り合わせ
Appetizers

本日のスープ または 桂サラダ
Soup of  the Day or KATSURA Signature Salad

活車海老と本日のシーフードの鉄板焼き
Live Prawn  and  Seafood 

黒毛和牛フィレ（100g） または 黒毛和牛ロース（120g）
Japanese WAGYU

Fillet (100g) or   Sirloin (120g)

本日の焼き野菜
Vegetables of the Day

ガーリックライス
Fried Garlic Rice 

味噌汁・香の物
MISO Soup  and  Japanese Pickles

甘味
Dessert

￥１９，５００

表記料金には、消費税が含まれております。別途１3％のサービス料を加算させていただきます。
仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

Price includes consumption tax. Additional 13% will be added for service charge.

Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.



銘柄牛コース
Premium Japanese WAGYU

前菜盛り合わせ
Appetizers

本日のスープ または 桂サラダ
Soup of  the Day or KATSURA  Signature Salad

神戸ビーフフィレ（100g） または 神戸ビーフロース（120g）
KOBE Beef 

Fillet (100g)    or    Sirloin(120g）

本日の焼き野菜
Vegetables of the Day

ガーリックライス
Fried Garlic Rice 

味噌汁・香の物
MISO Soup  and  Japanese Pickles

甘味
Dessert

￥２９，０００

表記料金には、消費税が含まれております。別途１3％のサービス料を加算させていただきます。
仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

Price includes consumption tax. Additional 13% will be added for service charge.

Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.



シェフおすすめコース
Chef ’s Recommended

桂風前菜盛り合わせ

Appetizers

本日のスープ または 桂サラダ
Soup of  the Day or KATSURA Signature Salad

活車海老と本日のシーフードの鉄板焼き
Live Prawn and  Seafood 

山形牛フィレ（100ｇ） または 山形牛ロース（120ｇ）
YAMAGATA Beef Fillet (100ｇ）or YAMAGATA Beef Sirloin(120g）

本日の焼き野菜
Vegetable of the Day

ガーリックライス
Fried Garlic Rice 

味噌汁 ・ 香の物
MISO soup  and  Japanese Pickles

甘味
Dessert

￥２４,０００

表記料金には、消費税が含まれております。別途１3％のサービス料を加算させていただきます。
仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

Price includes consumption tax. Additional 13% will be added for service charge.
Kindly inform your waiter prior to ordering

Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.



桂風前菜盛り合わせ
Appetizers

本日のスープ または 桂サラダ
Soup of the Day or KATSURA  Signature Salad

活鮑と活車海老の鉄板焼き
Live  Abalone and  Live Prawn

黒毛和牛フィレ（100g） または 黒毛和牛ロース（120g）
Japanese WAGYU 

Fillet (100g) or   Sirloin (120g)

本日の焼き野菜
Vegetables  of  the Day

ガーリックライス 味噌汁・香の物
Fried Garlic Rice MISO Soup  and  Japanese Pickles

甘味
Dessert

￥３１，５００

表記料金には、消費税が含まれております。別途１3％のサービス料を加算させていただきます。
仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

Price includes consumption tax. Additional 13% will be added for service charge.

Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.

黒毛和牛コース
Live Seafood and Japanese WAGYU 

活鮑と活車海老

写真はイメージです。
The photograph is an image.



さくら坂コース
Sakura-zaka

ズワイ蟹のマリネキャビアと共に
Marinated Snow Crab with Caviar

前菜盛り合わせ
Appetizers

山形牛炙りにぎり
Seared YAMAGATA Beef NIGIRI-SUSHI

活鮑、天然真鯛の鉄板焼き
Live Abalone  and  Sea bream

神戸ビーフフィレ（100g） または 神戸ビーフロース（120g）
KOBE Beef  Fillet (100g) or KOBE Beef  Sirloin(120g）

本日の焼き野菜
Vegetables  of  the Day

ガーリックライス
Fried Garlic Rice 

味噌汁・香の物
MISO Soup  and  Japanese Pickles

甘味
Sweets

￥３９，５００

表記料金には、消費税が含まれております。別途１3％のサービス料を加算させていただきます。
仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

Price includes consumption tax. Additional 13% will be added for service charge.

Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.


