
デ ィ ナ ー メ ニ ュ ー
D i n n e r  m e n u



＊Prices include sales tax and service charge.

＊should you be allergic to any food ingredients, please ask the outlet manager for assistance.

＊hyogo tajima-produced rice this menu use.

＊料金は税金・サービス料込みです。　＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊上記メニューで使用しているお米は兵庫県産コシヒカリです。

四季折々の食材をたっぷり盛り込んだ料理を

会席仕立てでお楽しみいただけます

\5,100

椿会席
Tsubaki Kaiseki

浅利潮汁　三つ葉　独活
Japanese Ushio soup of short necked clams

小吸物

small soup

旬のお造り二種盛り
fresh sliced raw fish

造り

sashimi

鯛のオレンジ焼
grilled seabream

焼物

grilled

鰆酒蒸　豆腐　人参　銀餡　木の芽味噌
spanish mackerel steamed in sake

強肴

cooked

枕崎産鰹　淡路島産玉葱酢　ディル　
bonito from Makurazaki, onion from Awaji Island

酢肴

vinegared

筍御飯　木の芽

香の物
steamed rice with bamboo shoots

御飯

rice

季節のものを用いて
seasonal sweets

甘味

sweet

赤出汁
dark brown MISO soup

止め椀

tomewan

おもてなしの一皿
amuse

先付け

amuse

擬製豆腐　バイ貝旨煮　いかなご釘煮

蛍烏賊沖漬け　めかぶ　など
assorted seasonal appetizers

八寸

appetizer



＊Prices include sales tax and service charge.

＊should you be allergic to any food ingredients, please ask the outlet manager for assistance.

＊hyogo tajima-produced rice this menu use.

＊料金は税金・サービス料込みです。　＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊上記メニューで使用しているお米は兵庫県産コシヒカリです。

旬の味覚をふんだんに取り入れた色鮮やかな料理のほか

国産和牛の炭火焼をお楽しみいただく会席

会席 桔梗
Kaiseki kikyo seasonal ingredients and char-grilled Japanese "Wagyu" beef

\7,700

玉子豆腐　蒸雲丹　美味出汁
amuse

先付け

amuse

菱海老真丈　浅利

こごみ　花弁大根人参　木の芽

石庭こだわりの一番出汁にて
steamed shrimp balls with radish carrot, specialty soup in Sekitei

椀

soup

旬の造り二種盛り　あしらい一式
fresh sliced raw fish

造り

sashimi

黒毛和牛炭火焼　A５ランク

季節野菜と共に
grilled japanese beef

焼物

grilled

枕崎産鰹　淡路島産玉葱酢　ディル　
bonito from Makurazaki onion from Awaji Island

酢肴

vinegared

海鮮巻き
sushi pocket seafood roll

寿司

sushi

季節のものを用いて　
seasonal sweets

水物

sweet

鰆酒蒸　豆腐　人参　銀餡　木の芽味噌

大根　金時人参
Spanish mackerel steamed in sake

強肴

cooked

擬製豆腐　バイ貝旨煮　いかなご釘煮

蛍烏賊沖漬け　めかぶ　など
assorted seasonal appetizers

八寸

appetizer

赤出汁
dark brown MISO soup

止め椀

tomewan



季節ごとに移り変わる山海の幸を取り入れた会席を、

色鮮やかな前菜から甘味までご堪能いただけるお薦めの会席です

＊Prices include sales tax and service charge.

＊should you be allergic to any food ingredients, please ask the outlet manager for assistance.

＊hyogo tajima-produced rice this menu use.

＊料金は税金・サービス料込みです。　＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊上記メニューで使用しているお米は兵庫県産コシヒカリです。

\12,300

玉子豆腐　蒸雲丹　美味出汁
amuse

先付け

amuse

菱海老真丈　伊勢海老酒蒸

こごみ　花弁大根人参　木の芽

石庭こだわりの一番出汁にて
steamed shrimp balls, Ise lobster steamed in sake Specialty soup in Sekitei

椀

soup

擬製豆腐　バイ貝旨煮　いかなご釘煮

蛍烏賊沖漬け　めかぶ　など
assorted seasonal appetizers

八寸

appetizer

大浅利酒蒸　淡路島産玉葱酢　ディル
large clam steamed in sake, Onion from Awaji Island

酢肴

vinegared

じゃが芋饅頭　甘鯛オランダ煮　人参　小松菜
potato sweet bun, sea bream, carrot

強肴

cooked

タイラギ貝　帆立　浅利　貝尽くし御飯
steamed rice with clams

御飯

rice

赤出汁
dark brown MISO soup

止め椀

tomewan

季節のものを用いて
seasonal sweets

甘味

sweet

旬の造り三種盛り　あしらい一式
fresh sliced raw fish

造り

sashimi

炭火で仕上げる

黒毛和牛すき焼き仕立て　A5 ランク
Sukiyaki with Japanese beef

焼物

grilled

会席 石庭
Kaiseki Sekitei 



一 品 料 理
A  l a  c a r t e



～石庭の単品～
a la cate menu

＊Prices include sales tax and service charge.

＊should you be allergic to any food ingredients, please ask the outlet manager for assistance.

＊hyogo tajima-produced rice this menu use.　

＊料金は税金・サービス料込みです。　＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊上記メニューで使用しているお米は兵庫県産コシヒカリです。

\ 2,420

\ 725◆ 酒肴
   amuse

本日の付き出し
today's amuse

からすみ
mullet roe

\ 3,145

\ 1,451◆ 揚物
   fried food

蛸の立田揚げ
deep-fried  octopus

天ぷらの盛り合わせ
assorted “tempura”

\ 16,335

\ 968◆ 蒸物　焼物
   steam & grill

茶碗蒸し
steamed egg custard

神戸ビーフ炭火焼き

フィレ又はサーロイン(100g)
charcoal-grilled japanese kobe beef fillet or sirloin

\ 846◆ 甘味
   japanese sweets

アイスクリーム
ice cream

\ 4,235

\ 968◆ お食事
   rice

御飯セット ( 香の物 味噌汁)

rice set (homemade pickles, miso soup)

寿司盛り合わせ 七貫 ( 先付 味噌汁) 

seven kinds of assorted “sushi”
(homemade pickles, miso soup)



～石庭おすすめ　季節の逸品～
SEKITEI’s recommended seasonal dish

＊Prices include sales tax and service charge.

＊should you be allergic to any food ingredients, please ask the outlet manager for assistance.

＊hyogo tajima-produced rice this menu use.　

＊料金は税金・サービス料込みです。　＊アレルギーをお持ちのお客様は、スタッフまでお申し付けください。

＊上記メニューで使用しているお米は兵庫県産コシヒカリです。

◆ 焼肴
   grilled

\ 2,178和牛ランプ肉　炭火焼
roasted Japanese beef

◆ 酒肴
   amuse

\ 4,235本日のお造り五種盛り 
today’s five kinds of raw fish

\ 1,935おまかせ小鉢五種盛り 
seasonal assorted appetizers

\ 1,451鯛オレンジ焼
grilled sea bream with orange




