
ディナーブッフェ

仕入れ状況により、一部メニューを変更させていただく場合がございます。

2020 年 10 月 15 日より

サラダ
レタスとベビーリーフのグリーンサラダ

 - 旬のとれたて生野菜

 - ドレッシング：シーザー・すりおろし野菜・フレンチ

ミックスビーンズとキノコのサラダ

トマトとブロッコリーのアンチョビパスタサラダ

チキンのチョップドサラダ　タヒニソース

冷製料理
サーモンカプレーゼ
「中国料理 花梨」特製　冷製エビのワサビマヨネーズ
「メゾン タテル ヨシノ」坂本シェフ特製　冷製ボルシチスープ

竹炭のサンドウィッチ

真紅のスティックサラダ

カボチャのテリーヌ　クリームチーズソース
ハムとキノコのキッシュ

温製料理
「中国料理 花梨」特製　麻婆豆腐
「中国料理 花梨」特製　飲茶
「鉄板焼 堂島」特製　ガーリックライスと漬物
「メゾンタテルヨシノ」坂本シェフ特製　鶏のビネガー風味煮

サツマイモ食べ比べ

カボチャのパングラタン

カスレ (豚肉と白インゲン豆のトマト煮込み )

メネメン (トマトとししとうのスクランブルエッグ )

カボチャとクリのクリームスープ

海老と野菜のココナッツレッドカレー

ポロ・アラ・ディアボラ（鶏の悪魔風）

SALAD

Assorted green lettuce and baby leaf

 - 6 kinds of fresh vegetables

 - Dressing: Ceasar, Vegetables, French

Mixed beans and mushroom salad

Anchovy pasta salad with tomato and broccoli

Chicken chopped salad with Tahini sauce

COLD DISH

Salmon caprese

Special Cold shrimp wasabi mayonnaise from

   “Karin” Chinese Restaurant

Cold borscht soup by Chef Sakamoto from 

   “MAISON TATERU YOSHINO”

Bamboo charcoal sandwich 

Crimson stick salad 

Pumpkin terrine, cream cheese sauce 

Ham and mushroom quiche

HOT DISH

Mapo tofu from “KARIN” Chinese Restaurant

Dim Sum from “KARIN” Chinese Restaurant

Signature garlic rice and pickles from 

   “DOJIMA” Teppanyaki Restaurant 

Boiled chicken with vinegar flavor by Chef Sakamoto from

   “MAISON TATERU YOSHINO”

Three types of sweet potato

Pumpkin bread gratin

Cassoulet

Menemen

Potimarron soup

Coconut red curry with shrimp and vegetables

Pollo alla diavola



仕入れ状況により、一部メニューを変更させていただく場合がございます。

2020 年 10 月 15 日より
シェフ特製のお料理（出来立てをお席までお持ちします）
カボチャのニョッキ　セージバター

窯出しピッツァ　ブラッククアトロフォルマッジョ

キノコとモッツァレラのピッツァ

グリル料理
本日の鮮魚 、ほたて、えび　

牛肉、牛タン、チキンケバブ、ソーセージ

しいたけ、かぼちゃ
　２種類のソースをお好みで：

　レモンとハーブのオイルソース      ローストベルペッパーソース    　  　
　 
パン各種

デザート
レモンヨーグルトケーキ

トリュフケーキ

ガナッシュケーキ

ゴーストキャラメルムース

レモンタルト

紫芋モンブラン

ブランマンジュ

カボチャプリン

フィナンシェ

ストロベリーチョコ

マカロン

クッキー

わらび餅

モンブランパンケーキ　

ドリンク
オレンジジュース、りんごジュース、

グレープフルーツジュース、ウーロン茶、ACEジュース

LIVE KITCHEN DISHES

Pumpkin gnocchi, butter and sage

Black pizza ai quarto formaggi

Pizza boscaiola

＜Grilled Seafood＞Fish, Scallop, Shrimp

＜Grilled meat＞ Beef, Beef tongue, Chicken 

＜Baked vegetables＞ Shiitake mushroom, Pumpkin

 - Salmoriglio, Roast bell pepper sauce

  　　 

Assorted bread 

DESSERT

Lemon yogurt mousse

Truffle cake

Halloween chocolate cake

Halloween caramel mousse

Lemon tart

Halloween purple sweet potato mont blanc

Blanc manger

Pumpkin pudding

Financier

Strawberry chocolate

Macaroon

Cookies

Japanese traditional Warabi-mochi

Mont blanc pancake

BEVERAGE

Orange juice, Apple juice, Grapefruit juice, Oolong tea, ACE Juice

 


