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夕膳「都」－京涼味絵巻－ ￥17,325

[期 間] 8月31日（金）まで 17:30～22:00（21:30ラストオーダー）

[テーマ] 7月 あわびとトリュフ ／ 8月 仙台牛とフォアグラ

・先付 / 季節の先付二種

・お造り / 真子鰈削ぎ造り 上鮪 鱧きり落とし 蛸ちり

・吸物 / 一舞庵名物気仙沼ふかひれ丸仕立て

・冷物 / 仙台牛ローストビーフ コンソメジュレかけ

・焼物 / 鮎塩焼き

・主菜 / 活あわびのステーキ トリュフソース

・止椀 、釡炊き御飯（つや姫）、香の物

・デザート / フルーツカクテル盛り

洛・らく ￥6,930

・前菜 / 季節前菜盛り合わせ

＜二の膳＞

・お造り / 季節の鮮魚盛り合わせ

・焼物 / 太刀魚山椒焼き

・焚合 / 賀茂茄子煮 蟹餡かけ

・酢物 / 合鴨ロース煮赤ワイン酢仕立て

・主菜 / 伊佐木と帆立貝柱のグリル 湯葉餡かけ

・止椀 、とうもろこし御飯、香の物

・デザート / 自家製アイスとフルーツカクテル

京・きょう ￥9,240
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TEL 022-722-1234（代表）

アクセス  │ フロアガイド  │ 周辺ガイド  │ お問合せ │ ENGLISH

http://www.westin-sendai.com/index.html
http://www.westin-sendai.com/dining/index.html
http://www.westin-sendai.com/dining/ichimuan.html
http://www.westin-sendai.com/dining/symphony_lunch.html
http://www.westin-sendai.com/dining/symphony_dinner.html
http://www.westin-sendai.com/dining/symphony_party.html
http://www.westin-sendai.com/dining/horizon_teatime.html
http://www.westin-sendai.com/dining/horizon_bartime.html
http://www.westin-sendai.com/dining/ichimuan_lunch.html
http://www.westin-sendai.com/dining/symphony.html
http://www.westin-sendai.com/dining/symphony_lunch.html
http://www.westin-sendai.com/dining/symphony_dinner.html
http://www.westin-sendai.com/dining/symphony_party.html
http://www.westin-sendai.com/dining/horizon.html
http://www.westin-sendai.com/dining/horizon_teatime.html
http://www.westin-sendai.com/dining/horizon_bartime.html
http://www.westin-sendai.com/dining/ichimuan.html
http://www.westin-sendai.com/dining/ichimuan_lunch.html
http://www.westin-sendai.com/redirect/mail.html
http://www.westin-sendai.com/redirect/facebook.html
http://www.westin-sendai.com/redirect/twitter.html
http://www.westin-sendai.com/index.html
http://www.westin-sendai.com/guide/access.html
http://www.westin-sendai.com/guide/floor.html
http://www.westin-sendai.com/guide/area.html
http://www.westin-sendai.com/guide/contactus.html
http://www.starwoodhotels.com/westin/property/overview/index.html?language=en_US&propertyID=3453
http://www.westin-sendai.com/room/index.html
http://www.westin-sendai.com/dining/index.html
http://www.westin-sendai.com/banquet/index.html
http://www.westin-sendai.com/wedding/index.html
http://www.westin-sendai.com/spa/index.html
http://www.westin-sendai.com/shop/index.html
http://www.westin-sendai.com/news/index.html


ウェスティンホテル仙台 ¦ THE WESTIN SENDAI ¦ 日本料理レストラン　一舞庵 夕膳

http://www.westin-sendai.com/dining/ichimuan_dinner.html[2012/07/05 1:48:40]

・前菜 / 季節前菜盛り合わせ

・煮物椀 / 鱧葛叩きと京都賀茂茄子 清汁仕立て

＜友膳＞

・お造り / 季節の鮮魚盛り合わせ

・焼物 / 銀鱈味噌漬焼き 合鴨赤ワイン酢煮

・酢物 / 蛸ちり つぶ貝添え

・主菜 /（お好きなものを一品お選びください）

・黒曹以の煮付け

・カットステーキ（国産牛）特製湯葉餡かけ

・車海老と旬菜の天婦羅

・一舞庵名物すっぽん丸鍋

・牛タン焼き

・止椀、とうもろこし御飯、香の物

・デザート / 自家製アイスとフルーツカクテル 

舞・まい ￥13,860

・先付 / 季節の前菜盛合わせ 

・煮物椀 / 鱧葛叩き 清汁仕立て 

・お造り / 白身薄造り（真子鰈）上鮪 車海老洗い 

・焼物 / 甘鯛一汐雲丹焼き 和牛味噌漬焼き 

・焚合 / 賀茂茄子毛蟹あんかけ

・酢物替り / 黒曹以と平貝の鉄板焼きの自家製塩麹和え

・止椀 、釜炊き御飯（つや姫）、香の物 

・デザート / 季節の果物

高雄・たかお（仙台牛と季節鮮魚のディナーコース） ￥13,860

・先付け

・季節のサラダ

・完熟トマトのガスパチョ バジル風味

・旬の魚介と万願寺唐辛子のグリル カフェドパリソース

・仙台牛サーロイン120g 又は フィレ100g

・季節の焼野菜 ～賀茂茄子・若とうもろこし等～

・釜炊き御飯のガーリックライス 又は梅じゃこ御飯 又は季節限定新生姜御

飯・香の物・味噌椀

・季節のデザート

・コーヒー 又は紅茶 又はハーブティー

栂尾・とがのお（仙台牛と伊勢海老のディナーコース） ￥17,325

・先付け

・季節のサラダ

・完熟トマトのガスパチョ バジル風味

・伊勢海老の白味噌とグリーンマスタード グラチネ九条葱添え

・仙台牛サーロイン120g 又はフィレ100g

・季節の焼野菜 ～賀茂茄子・若とうもろこし等～

・釜炊き御飯のガーリックライス 又は梅じゃこ御飯 又は季節限定新生姜御
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飯・香の物・味噌椀

・季節のデザート 

・コーヒー 又は 紅茶 又はハーブティー

嵐山・あらしやま（吟選素材の贅沢ディナーコース） ￥23,100

・先付け

・フォアグラのソテーサラダ仕立て ポルト酒の香り

・完熟トマトのガスパチョ バジル風味

・黒鮑の焼物

・お好きなものを一品お選びください

・仙台牛サーロイン120g

・仙台牛フィレ100g

・松阪牛サーロイン100g

・季節の焼野菜 ～賀茂茄子・若とうもろこし等～

・釜炊き御飯のガーリックライス 又は梅じゃこ御飯 又は季節限定新生姜御

飯・香の物・味噌椀

・特選フランスチーズ

・季節のデザート

・コーヒー 又は紅茶 又はハーブティー

※季節により内容が変わります。

※その他、各種アラカルトメニューを取りそろえております。

※表記価格には税金・サービス料が含まれております。

※掲載写真はイメージであり、実際とは異なる場合があります。
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