
表示の金額に加えて消費税とサービス料 1100%%を頂戴いたします。 
All prices are subject to a TAX and 10% service charge. 

 
鉄板焼ディナー  Teppanyaki Dinner 

鉄板焼ディナー・グランドメニュー 
Teppanyaki Dinner Grand Menu 

 
 
鉄板焼と和食の粋を集めた「極」コース        
 
お一人様  1188,,550000 円（22名様にて承ります）  
  

先付          本日の先付  

お椀          季節のお椀  

鉄板前菜  本日の焼前菜逸品  

海鮮          国産活伊勢海老の鉄板焼き 225500gg（22名様にて承ります）  

              または  国産活アワビ鉄板焼き（＋33,,000000 円・22名様にて）  

ステーキ  特選隠岐牛AA55ランク  サーロイン 110000gg  または  フィレ 8800gg  

彩り野菜いろいろ  

お食事      山形産「つや姫」釜炊ご飯  またはシェフ特製ガーリックライス、味噌汁、香の物  

甘味デザート  55 点よりお選びください  

有機珈琲  または  国産村上紅茶  

 
KIWAMI course – the essence of Teppanyaki and Japanese Cuisine 
18,500 Yen per person (this course is for 2 persons) 
Amuse, clear soup, grilled hors d'oeuvre of the day, grilled fresh spiny lobster 250g [for 2 persons] 
or grilled fresh abalone [extra 3,000yen, order from 2 persons], special A5 rank OKI beef steak 
[sirloin 100g or fillet 80g] and grilled vegetable, kettled cooked rice or chef’s special garlic rice, 
miso soup, pickles, dessert [choice from 5 kinds], organic coffee or domestic Murakami tea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表示の金額に加えて消費税とサービス料 1100%%を頂戴いたします。 
All prices are subject to a TAX and 10% service charge. 

 
鉄板焼ディナー  Teppanyaki Dinner 

特選隠岐牛鉄板焼コース                    1155,,000000 円  

  

先付      本日の先付  

前菜          本日の前菜 33種盛り  

焼き物    旬の海鮮を使った鉄板焼前菜  

ステーキ  特選隠岐牛  サーロイン 110000gg  または  フィレ 8800gg  

          彩り野菜いろいろ  

お食事      山形産「つや姫」釜炊ご飯  またはシェフ特製ガーリックライス、味噌汁、香の物  

甘味デザート  55 点よりお選びください  

有機珈琲  または  国産村上紅茶  

 
Special OKI Beef Teppanyaki course   15,000yen 
Amuse, 3 kinds of hors d'oeuvre of the day, grilled seafood hors d'oeuvre, special OKI beef steak 
[sirloin 100g or fillet 80g] with various grilled vegetable, kettled cooked rice or chef’s special garlic 
rice, miso soup, pickles, dessert [choice from 5 kinds], organic coffee or domestic Murakami tea. 
 
黒毛和牛鉄板焼コース                        1100,,000000 円  
  

先付      本日の先付  

前菜          本日の前菜３種盛り  

焼き物    旬の海鮮を使った鉄板焼前菜  

ステーキ  特選黒毛和牛  サーロイン 110000gg［＋33,,000000 円で 115500gg に増量］  

          彩り野菜いろいろ  

お食事      山形産「つや姫」釜炊ご飯、味噌汁、香の物  

          ［＋11,,000000 円でシェフ特製ガーリックライスに変更できます］  

甘味デザート  55 点よりお選びください  

有機珈琲  または  国産村上紅茶  

 
Kuroge Wagyu Teppanyaki course   10,000yen 
Amuse, 3 kinds of hors d'oeuvre of the day, grilled seafood hors d'oeuvre, special Kuroge Wagyu 
beef sirloin steak 100g [150g with extra 3,000yen] with various grilled vegetable, kettled cooked 
rice [chef’s special garlic rice with extra 1,000yen], miso soup, pickles, dessert [choice from 5 
kinds], organic coffee or domestic Murakami tea. 


