
クリスマス 2022
CHRISTMAS 2022

〒107-0052 東京都港区赤坂1-12-33

1-12-33, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
restaurant-reservation@anaintercontinental-tokyo.jp
anaintercontinental-tokyo.jp

For reservation or inquiries
ご予約・お問い合わせは

Tel:03-3505-1185
(9:00a.m.-9:00p.m.)

https://anaintercontinental-tokyo.jp/


クリスマス 2022
CHRISTMAS 2022

ANAインターコンチネンタルホテル東京の
レストラン・バーで、特別なクリスマス体験
はいかがでしょうか。
あなたの感性を刺激する、
魅力溢れるメニューをお届けします。
ご家族やご友人、大切な方とともに、
心わきあがるホリデーシーズンを
お過ごしください。

Celebrate the Christmas season and a brand 

new year at ANA InterContinental Tokyo. 

Find out more about our wonderful seasonal 

menus, especially from our restaurants & bars, 

to bring the true holiday spirit to everyone.

ピエール・ガニェール
36FL. Pierre Gagnaire

フェスティブランチ＆ディナー
FESTIVE COURSE

2022年12月24日(土)～2023年1月9日(月)　From 24 December 2022 to 9 January 2023

クリスマスから年始にかけて、華やかな季節にふさわしいピエール・ガニェールのお料理をお楽しみください。
Enjoy dishes suitable for the festive season from Christmas to New Year's.

■ ランチコース　　12:00p.m.-3:30p.m.(1:30p.m. L.O.)

アピナック APINAC お一人様 ￥27,346 per person 

ピエール     PIERRE   お一人様 ￥37,290 per person

■ ディナーコース　6:00p.m.-11:00p.m.(7:30p.m. L.O.)

エスプリ デ ピエール・ガニェール ESPRIT DE PIERRE GAGNAIRE 

お一人様 ￥49,720 per person

ご予約はこちら

キャビア｜天然真鯛｜黒毛和牛｜デザート｜小菓子｜コーヒー

キャビア｜黒トリュフ｜天然真鯛｜黒毛和牛｜デザート｜小菓子｜コーヒー

キャビア｜オマール海老｜黒トリュフ｜ズワイ蟹｜天然真鯛｜黒毛和牛｜デザート｜小菓子｜コーヒー

*メニューは予告なく変更になる場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

*写真はイメージです。Product image for illustration purposes only.

＜メニュー＞
- キャビア
- オマール海老
- 黒トリュフ

- ズワイ蟹

- 天然真鯛
- 黒毛和牛
- デザート

生姜の香る真牡蛎のポッシェ 蕪のジュレとマンゴー オシェトラ・キャビアと共に
赤ビーツの香るブルーオマール海老 パースニップスのブレゼとプティ・ヴェール
黒トリュフの香るフォアグラのポワレ チョコレートを効かせたビガラード
バナナのキャラメリゼ
ズワイ蟹と熟成カルナローニ米のリゾット 鶉卵の目玉焼き
シブレットオイルを絡めたセロリと共に
アンチョビの香る天然真鯛のグリエ キノコのフリカッセ 群馬産生ハム
黒毛和牛フィレ肉とウナギ 海藻の香るジャガイモのムースリーヌ
ピエール・ガニェールひらめきのデザート

https://anaintercontinental-tokyo.jp/pierre_gagnaire/news/festive.html
https://anaintercontinental-tokyo.jp/pierre_gagnaire/
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ご予約はこちらご予約はこちら

フェスティブ・アフタヌーンティー・ブースト
FESTIVE AFTERNOON TEA BOOST

2022年11月1日(火)～2023年1月4日(水)　From 1 November 2022  to 4 January 2023

人気の「アフタヌーンティー・ブースト」が、フェスティブシーズンにぴったりの装いで登場します。「ザ・ステーキハウス」ならではの
ボリューミーなセイボリーを始め、シュトーレンやクリスマスプディングなどクリスマススイーツもお愉しみください。
Our popular "Afternoon Tea Boost" is now available in a new look that is perfect for the exciting festive season. The Steakhouse's signature 

hearty savories and Christmas sweets such as Stollen and Christmas pudding will also be available for your enjoyment.

4部制 4 Seating 11:30a.m.-1:30p.m. / 2:00p.m.-4:00p.m. / 4:30p.m.-6:30p.m. / 7:00p.m.-9:00p.m.　お席のご利用は120分まで 120 minutes limit

■ お一人様 ￥6,961 per person

＜メニュー＞

セイボリー

ローストチキン、スグリとクルミ添え

スモークプルドポーク ブリオッシュ

自家製ポークソーセージ、冬野菜

豚バラ肉のグリル、キャンディー

＆ストロベリー

カツオとパンチェッタのグリル

プチガトー

チョコレートブッシュドノエル

和栗のモンブラン

ヴェリーヌ　ショートケーキ

レモンタルト

オーナメントボールチョコレート

クリスマスツリーのアイシングクッキー

ミルクチョコレートムース

ルビーチョコレートガナッシュ

スノーマンのホワイトチョコレートムース

クリスマスプディング

ドリンク

オリジナルのノンアルコールカクテルをはじめ、

各種紅茶、コーヒー、フレーバーティーなど

 全 15 種類のフリードリンク制

オプション

フェンティマンス ボタニカルドリンク

　　　　　　　　　　　　４種セット +￥1,865

コエドビール　　　　　　４種セット +￥2,486

*写真のクリスマス柄のボックスは1月2日までとなります。
  Christmas boxes until 2 January.

*前日夜9時までにご予約ください。
  Advanced reservation in required by 9:00p.m. the day before.

*数に限りがございます。 Quantities are limited.

*写真はイメージです。 
  Product image for illustration purposes only.

*メニューは予告なく変更になる場合がございます。 
  Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。
  Consumption tax and service charge are included.

*他の特典・割引との併用は出来ません。
  Cannot be combined with any other offer or discount.

ザ・ステーキハウス
3FL. The Steakhouse

ザ・ステーキハウス
3FL. The Steakhouse

クリスマスコース
CHRISTMAS AT THE STEAKHOUSE

2022年12月23日(金)～25日(日)　From 23 to 25 December 2022

「ザ・ステーキハウス」のクリスマス限定メニュー。メインディッシュは、華やかなシーズンにふさわしい贅沢なステーキと、
ご家族で楽しみながらシェアできるローストチキンよりお選びいただけます。
There's no better place for a sumptuous, jolly dinner than here in Tokyo's favorite steak restaurant. 

Cheers to a very Merry Christmas at The Steakhouse!

12/23： 5:00p.m. / 7:00p.m. 

12/24、25： 11:30a.m. / 2:00p.m. / 5:00p.m. / 7:00p.m.　お席のご利用は90分まで 90 minutes limit

■ お一人様 ￥12,430 per person

＜メニュー＞

ウェルカムドリンク

MUMM シャンパン・カクテル

クリスマスブリオッシュ　スターゴールドバター添え

オマール海老のビスク　松の実とレーズン添え

フォアグラのミキュイとトリュフオイルのパテ・オン・クルート　冬のベリー添え

ローストチキン　クランベリーソース　ローストベジタブルとマッシュポテト添え

または

オーストラリア産ストリップロイン 200g　ローストベジタブルとマッシュポテト添え

ブッシュ・ド・ノエル

ワインペアリング

ワインペアリング　　　　　 2杯セット　￥2,983

ノンアルコール ペアリング　2杯セット　￥1,989

*ローストチキンは2日前までにご予約をお願いいたします。
  Reservations required 2 days in advance for roast chicken.

*写真はイメージです。 
  Product image for illustration purposes only.

*メニューは予告なく変更になる場合がございます。 
  Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。
  Consumption tax and service charge are included.

*他の特典・割引との併用は出来ません。
  Cannot be combined with any other offer or discount.

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/the-steakhouse/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/the-steakhouse/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/festive-afternoontea-boost2022/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/steakhouse-christmas-2022/
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*メニューは予告なく変更になる場合がございます。 
Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。
Consumption tax and service charge are included.

*他の特典・割引との併用は出来ません。
Cannot be combined with any other offer or discount.

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/the-steakhouse/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/the-steakhouse/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/festive-afternoontea-boost2022/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/steakhouse-christmas-2022/


ご予約はこちら

クリスマスディナーコース
CHRISTMAS DINNER COURSE

2022年12月24日(土)、25日(日)　24 and 25 December 2022

ホテル最上階から広がる景色と、シェフが目の前で繰り広げる巧みな技が、クリスマスの特別なひとときを演出します。
Presenting breathtaking view over Tokyo from the top floor of the hotel and savor Christmas dinner course with your loved ones 

at Teppanyaki Akasaka.  The chef’s cleverness in front of you will make your Christmas a memorable and cherished experience.

2部制 2 Seating 5:00p.m. - 7:30p.m. / 8:00p.m. - 10:30p.m.

■ 初雪        HATSUYUKI  お一人様 ￥37,290 per person

■ 雪華        SEKKA           お一人様 ￥43,505 per person

■ 雪明かり YUKIAKARI   お一人様 ￥49,720 per person

＜初雪 メニュー＞

グラス シャンパン

キャビアとポルチーニ茸のムース

タイム香る、牛肉と冬野菜のポトフー

活鮑　または　活伊勢海老（半身）の鉄板蒸し焼き

彩り野菜のサラダ、シャンパンビネガーとマヌカハニーのドレッシング

特選黒毛和牛ステーキ、サーロイン120gまたはフィレ90g

旬の焼き野菜

佐渡産コシヒカリのご飯　または　お焦げ付オリジナルガーリックライス

味噌汁・香の物

赤坂スペシャルコラボデザート by アングラン

＜雪華 メニュー＞

グラス　シャンパン

キャビアとポルチーニ茸のムース

本マグロとアボカドのリース仕立て、山椒香る雪の結晶を降らせて

活鮑　または　活伊勢海老（半身）の鉄板蒸し焼き

彩り野菜のサラダ、シャンパンビネガーとマヌカハニーのドレッシング

極上霜降り黒毛和牛ステーキ、サーロイン120gまたはフィレ90g

旬の焼き野菜

佐渡産コシヒカリのご飯　または　お焦げ付オリジナルガーリックライス

味噌汁・香の物

赤坂スペシャルコラボデザート by アングラン

鉄板焼 赤坂
37FL. Teppanyaki  Akasaka

ご予約はこちら

*写真はイメージです。 Product image for illustration purposes only.

*メニューは予告なく変更になる場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

*他の特典・割引との併用は出来ません。 Cannot be combined with any other offer or discount.クリスマス・年末年始 プレミアムブッフェ
CHRISTMAS & NEW YEAR PREMIUM BUFFET

2022年12月24日(土)、25日(日)、12月31日(土)～2023年1月3日(火)
24 and 25 December 2022, From 31 December 2022 to 3 January 2023

フェスティブシーズンにふさわしい、ワンランク上の上質なお料理を堪能できるブッフェをご用意いたします。
バラエティ豊かなお料理を心ゆくまでお楽しみください。
Enjoy a delicious and joyful Christmas with a variety of special Christmas menus. We offer a wide variety of buffet-style dishes, 

as well as a live kitchen of special Christmas dishes. Please come for a meal with your family and loved ones.

■  ランチ　　お一人様 ￥6,215 per person（お子様 Child ￥3,108）　2部制、90分利用 90 minute limit 11:30a.m. or 12:00p.m. / 1:30p.m. or 2:00p.m.

■  ディナー　お一人様 ￥11,809 per person（お子様 Child ￥5,904） 2部制、120分利用 2 hour limit 5:00p.m. or 5:30p.m. / 7:30p.m. or 8:00p.m.

＜ディナーブッフェメニュー例＞

*上記はメニュー例です。食材の仕入れ状況により一部メニューがご用意できない場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

*写真はイメージです。Product image for illustration purposes only.

*お子様：4～12歳 Child：4 to 12 years old

カスケイドカフェ
2FL. Cascade Cafe

[12/24～12/25 限定メニュー]
国産牛ローストビーフ
ローストチキンとトリュフ風味のマッシュポテト
黒豚のトマホーク
タラバガニ
オマールエビのリゾット

[12/31～1/3 限定メニュー]
国産牛ローストビーフ
おせち料理 各種
タラバガニ
国産牛のしゃぶしゃぶ

[ライブステーション]
サーモンのクリビヤック
そば粉のガレット
ローストポーク

[前菜]
ホタテのビーツタルト詰め
アンチョビオリーブバジルパイ
季節のフルーツを添えたパテ・ド・カンパーニュ
鴨といちじくのテリーヌとドライフルーツのチャツネ
野菜のテリーヌ
唐辛子ソーススモークサーモンと
　ポテト＆クリームチーズのサラダ
エビとトマトのキビライスサラダ
イカとムール貝のサラダ
グリルチキン グリーンビーンズとベーコンの
　ハーブ風味温サラダ
タラのベニエとセミドライトマト
 　タプナードマヨネーズソース
鴨の燻製とトリュフ風味のかぼちゃのムース
ニンジン、クルミ、レーズンのサラダ
セロリのレムラード
赤キャベツのマリネサラダ ラズベリー風味
キッシュ・ロレーヌ

クロックムッシュ
パストラミとポテトサラダのクロワッサンサンド
季節のサラダ各種

[チーズ＆サラミコーナー]
チーズ5種（白カビ、青カビ、ヤギ、ハード、ウォッシュ）
サラミ5種／ナッツ4種／季節のフルーツ
ドライフルーツ／5種類のパン／オリーブ3種
コルニッション／セミドライトマト
2種類のグリッシーニ

[スープ]
ビーフコンソメ／チキンコンソメ
きのことソーセージとオニオンのクリームスープ
ネギのポタージュ／根セロリのポタージュ
オニオンビーフコンソメ

[シーフードコーナー]
カニ、エビ、ムール貝、ホタテ（ソース4種、レモン、ライム）

サーモンのマリネ／サーモンのリエット
スモークサーモンとポテト
サーモンのコンフィ（オニオンスライス、レモン、
サワークリーム、ケッパー、ライ麦クルトン）

[温製料理]
骨付きもも肉のコンフィ／ビーフ・ブルギニョン
仔牛のマスタード風味クリーム煮 バターライス添え
ドフィノワグラタン
ポークフィレのグリル ハーブバターと
　紫マスタードソース添え
子羊のロースト タプナードと
　セミドライトマトソース添え
牛すじときのこの煮込み ポテトニョッキ添え
骨付きソーセージのグリルと
　豚バラ肉の白インゲン豆とトマトの煮込み
ムール貝の白ワイン蒸しとポテトフライ、
　ガーリックトースト
イカのソテー パプリカ ピペラード バスク風

ブイヤベース
サーモンのムニエル
　グルノーブル風レモンバターソース
白身魚のグリル柑橘ドレッシング
ホタテとベーコンとオニオンのグラタン
海老とマッシュルームのアメリケーヌソース　
ビッグオムレツ添え
ホタテのソテー サフランリゾット
豚肩ロースのロースト
　オレンジとスパイスのソース
鶏と海老の季節野菜煮込み
鶏もも肉のグリル
　トマト、バジル、オリーブソース添え
ラタトゥイユ
季節野菜とベーコンときのこのソテー
ソーセージのブリオッシュ包み

[デザート]
クリスマスデザート各種

＜雪明かり メニュー＞

グラス　シャンパン

キャビアとポルチーニ茸のムース

タラバ蟹と帆立貝のソテー、トリュフのビネグレットソース

活鮑　または　活伊勢海老（半身）の鉄板蒸し焼き

彩り野菜のサラダ、シャンパンビネガーとマヌカハニーのドレッシング

神戸サーロインステーキ 100g　シェフ厳選お塩、オリジナルソースとご一緒に

旬の焼き野菜

佐渡産コシヒカリのご飯　または　お焦げ付オリジナルガーリックライス

味噌汁・香の物

赤坂スペシャルコラボデザート by アングラン

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/cascade-cafe/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/teppanyaki-akasaka/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/cascade-christmas-buffet-2022/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/akasaka-christmas-2022/


ご予約はこちら

クリスマスディナーコース
CHRISTMAS DINNER COURSE

2022年12月24日(土)、25日(日)　24 and 25 December 2022

ホテル最上階から広がる景色と、シェフが目の前で繰り広げる巧みな技が、クリスマスの特別なひとときを演出します。
Presenting breathtaking view over Tokyo from the top floor of the hotel and savor Christmas dinner course with your loved ones 

at Teppanyaki Akasaka.  The chef’s cleverness in front of you will make your Christmas a memorable and cherished experience.

2部制 2 Seating 5:00p.m. - 7:30p.m. / 8:00p.m. - 10:30p.m.

■ 初雪 HATSUYUKI  お一人様 ￥37,290 per person

■ 雪華 SEKKA           お一人様 ￥43,505 per person

■ 雪明かり YUKIAKARI   お一人様 ￥49,720 per person

＜初雪 メニュー＞

グラス シャンパン

キャビアとポルチーニ茸のムース

タイム香る、牛肉と冬野菜のポトフー

活鮑　または　活伊勢海老（半身）の鉄板蒸し焼き

彩り野菜のサラダ、シャンパンビネガーとマヌカハニーのドレッシング

特選黒毛和牛ステーキ、サーロイン120gまたはフィレ90g

旬の焼き野菜

佐渡産コシヒカリのご飯　または　お焦げ付オリジナルガーリックライス

味噌汁・香の物

赤坂スペシャルコラボデザート by アングラン

＜雪華 メニュー＞

グラス　シャンパン

キャビアとポルチーニ茸のムース

本マグロとアボカドのリース仕立て、山椒香る雪の結晶を降らせて

活鮑　または　活伊勢海老（半身）の鉄板蒸し焼き

彩り野菜のサラダ、シャンパンビネガーとマヌカハニーのドレッシング

極上霜降り黒毛和牛ステーキ、サーロイン120gまたはフィレ90g

旬の焼き野菜

佐渡産コシヒカリのご飯　または　お焦げ付オリジナルガーリックライス

味噌汁・香の物

赤坂スペシャルコラボデザート by アングラン

鉄板焼 赤坂
37FL. Teppanyaki  Akasaka

ご予約はこちら

*写真はイメージです。 Product image for illustration purposes only.

*メニューは予告なく変更になる場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

*他の特典・割引との併用は出来ません。 Cannot be combined with any other offer or discount.クリスマス・年末年始 プレミアムブッフェ
CHRISTMAS & NEW YEAR PREMIUM BUFFET

2022年12月24日(土)、25日(日)、12月31日(土)～2023年1月3日(火)
24 and 25 December 2022, From 31 December 2022 to 3 January 2023

フェスティブシーズンにふさわしい、ワンランク上の上質なお料理を堪能できるブッフェをご用意いたします。
バラエティ豊かなお料理を心ゆくまでお楽しみください。
Enjoy a delicious and joyful Christmas with a variety of special Christmas menus. We offer a wide variety of buffet-style dishes, 

as well as a live kitchen of special Christmas dishes. Please come for a meal with your family and loved ones.

■ ランチ　　お一人様 ￥6,215 per person（お子様 Child ￥3,108）　2部制、90分利用 90 minute limit 11:30a.m. or 12:00p.m. / 1:30p.m. or 2:00p.m.

■  ディナー　お一人様 ￥11,809 per person（お子様 Child ￥5,904） 2部制、120分利用 2 hour limit 5:00p.m. or 5:30p.m. / 7:30p.m. or 8:00p.m.

＜ディナーブッフェメニュー例＞

*上記はメニュー例です。食材の仕入れ状況により一部メニューがご用意できない場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

*写真はイメージです。Product image for illustration purposes only.

*お子様：4～12歳 Child：4 to 12 years old

カスケイドカフェ
2FL. Cascade Cafe

[12/24～12/25 限定メニュー]
国産牛ローストビーフ
ローストチキンとトリュフ風味のマッシュポテト
黒豚のトマホーク
タラバガニ
オマールエビのリゾット

[12/31～1/3 限定メニュー]
国産牛ローストビーフ
おせち料理 各種
タラバガニ
国産牛のしゃぶしゃぶ

[ライブステーション]
サーモンのクリビヤック
そば粉のガレット
ローストポーク

[前菜]
ホタテのビーツタルト詰め
アンチョビオリーブバジルパイ
季節のフルーツを添えたパテ・ド・カンパーニュ
鴨といちじくのテリーヌとドライフルーツのチャツネ
野菜のテリーヌ
唐辛子ソーススモークサーモンと
　ポテト＆クリームチーズのサラダ
エビとトマトのキビライスサラダ
イカとムール貝のサラダ
グリルチキン グリーンビーンズとベーコンの
　ハーブ風味温サラダ
タラのベニエとセミドライトマト
 　タプナードマヨネーズソース
鴨の燻製とトリュフ風味のかぼちゃのムース
ニンジン、クルミ、レーズンのサラダ
セロリのレムラード
赤キャベツのマリネサラダ ラズベリー風味
キッシュ・ロレーヌ

クロックムッシュ
パストラミとポテトサラダのクロワッサンサンド
季節のサラダ各種

[チーズ＆サラミコーナー]
チーズ5種（白カビ、青カビ、ヤギ、ハード、ウォッシュ）
サラミ5種／ナッツ4種／季節のフルーツ
ドライフルーツ／5種類のパン／オリーブ3種
コルニッション／セミドライトマト
2種類のグリッシーニ

[スープ]
ビーフコンソメ／チキンコンソメ
きのことソーセージとオニオンのクリームスープ
ネギのポタージュ／根セロリのポタージュ
オニオンビーフコンソメ

[シーフードコーナー]
カニ、エビ、ムール貝、ホタテ（ソース4種、レモン、ライム）

サーモンのマリネ／サーモンのリエット
スモークサーモンとポテト
サーモンのコンフィ（オニオンスライス、レモン、
サワークリーム、ケッパー、ライ麦クルトン）

[温製料理]
骨付きもも肉のコンフィ／ビーフ・ブルギニョン
仔牛のマスタード風味クリーム煮 バターライス添え
ドフィノワグラタン
ポークフィレのグリル ハーブバターと
　紫マスタードソース添え
子羊のロースト タプナードと
　セミドライトマトソース添え
牛すじときのこの煮込み ポテトニョッキ添え
骨付きソーセージのグリルと
　豚バラ肉の白インゲン豆とトマトの煮込み
ムール貝の白ワイン蒸しとポテトフライ、
　ガーリックトースト
イカのソテー パプリカ ピペラード バスク風

ブイヤベース
サーモンのムニエル
　グルノーブル風レモンバターソース
白身魚のグリル柑橘ドレッシング
ホタテとベーコンとオニオンのグラタン
海老とマッシュルームのアメリケーヌソース　
ビッグオムレツ添え
ホタテのソテー サフランリゾット
豚肩ロースのロースト
　オレンジとスパイスのソース
鶏と海老の季節野菜煮込み
鶏もも肉のグリル
　トマト、バジル、オリーブソース添え
ラタトゥイユ
季節野菜とベーコンときのこのソテー
ソーセージのブリオッシュ包み

[デザート]
クリスマスデザート各種

＜雪明かり メニュー＞

グラス　シャンパン

キャビアとポルチーニ茸のムース

タラバ蟹と帆立貝のソテー、トリュフのビネグレットソース

活鮑　または　活伊勢海老（半身）の鉄板蒸し焼き

彩り野菜のサラダ、シャンパンビネガーとマヌカハニーのドレッシング

神戸サーロインステーキ 100g　シェフ厳選お塩、オリジナルソースとご一緒に

旬の焼き野菜

佐渡産コシヒカリのご飯　または　お焦げ付オリジナルガーリックライス

味噌汁・香の物

赤坂スペシャルコラボデザート by アングラン

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/cascade-cafe/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/teppanyaki-akasaka/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/cascade-christmas-buffet-2022/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/akasaka-christmas-2022/


シャンパン・バー by テルモン
3FL. Champagne Bar by TELMONT

ご予約はこちら

アトリウムラウンジ
2FL. Atrium Lounge

クリスマス・アフタヌーンティー　
CHRISTMAS AFTERNOON TEA

2022年11月14日(月)～12月25日(日)  From 14 November to 25 December 2022

フェスティブ期間限定のアフタヌーンティー。スノーマンやサンタクロースを象ったキュートなスイーツに、クリスマスだけのセイボリー
アイテムが華を添えます。心躍る特別なひとときをお過ごしください。
The beautiful and luscious world of gold and white will be adorned with exclusive items only available for Christmas. 

Spend a dreamy and shimmering moment of Festive season in our Atrium Lounge.

11:00a.m.-6:30p.m.(Last entry) 2時間制、ラストオーダーは30分前 Up to 2 Hours

■ お一人様 ￥7,500 per person

＜メニュー＞

フェスティブランチ＆スイーツブッフェ
FESTIVE LUNCH & SWEETS BUFFET

2022年11月18日(金)～2023年1月1日(日)までの金土日祝
From 18 November 2022 to 1 January2023, Fridays, Saturdays, Sundays and Holidays

クリスマスアイテムをモチーフにした可愛らしいスイーツの数々や、クリスマスならではのローストチキン、
彩り豊かで味にもこだわったセイボリーが華やぐフェスティブシーズンを演出します。
A lunch and sweets buffet featuring a festive seasonal menu. A variety of cute sweets featuring Christmas items, 

roast chicken, and colorful and tasty savories will create a festive season.

■  お一人様 ￥6,200 per person（お子様 Child ￥3,100）　3部制、120分利用 2 hour limit 11:00a.m. / 1:30p.m. / 4:00p.m.

＜ブッフェメニュー例＞

*上記はメニュー例です。食材の仕入れ状況により一部メニューがご用意できない場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

*写真はイメージです。Product image for illustration purposes only.

*お子様：4～12歳 Child：4 to 12 years old

[ウェルカムドリンク]
チョコレートフィジー

[ライブスタンド]
モンブラン（お1人様一つ）
ホワイトチョコレートとラズベリーのチョコレートファウンテン
（トッピング：マシュマロ、シュークリーム、ワッフル）

[冷製セイボリー]　※テーブルにご用意（お1人様1回のみ）
ミニブリニ イクラ添え
ブリとオリーブ
イカのコロッケ
パテ、フランボワーズ、ピスタチオ
パプリカロースト、しらす、海老
スモークサーモンのクロワッサン
チキンパテ
ブリーチーズと赤すぐり

[温製セイボリー]　※ブッフェスタイル
 ローストチキン、冬野菜と栗のソース
ラム肉の煮込み、クランベリーラムソース
フレンチポークソーセージとマッシュポテト
サーモンのグリル ほうれん草のクリーム煮、レーズンとピニオン
シーフードグラタン
エッグベネディクト

[スイーツブッフェ]
シュトーレン
ジンジャーマンクッキー
ロリポップ チョコレート
ラズベリーコーンチョコレート
ヴェリーヌ ストロベリーピスタチオ
チョコレートブッシュドノエル
ルビーチョコレートガナッシュ
レアチーズケーキ

ホワイトチョコレートとバニラのシャルロット
クリスマスプディング
ホワイトチョコレートのパンナコッタ
ゴールドチョコレート塩キャラメルマカロン
ゴールドチョコレートと栗のムース
フェレロ ロシェ

[お飲み物]
コーヒー・紅茶など14種類

*メニューは変更になる場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

[ウェルカムドリンク]
柚子風味のチョコレートソーダ

[スイーツ]
メイプルクリームのオーナメントボール
クリスマスリースケーキ
ホワイトチョコレートスノーマン
ルビーチョコレートガナッシュ
クリスマスプディング
ミルクチョコレートムース
チョコレートブッシュドノエル
黒糖ホワイトチョコレート

林檎とホワイトチョコレートのブラウニー
紫蘇とホワイトチョコレートのクリーム　
ホワイトチョコレートムースとほうじ茶サブレ
きな粉と小豆ホワイトチョコレートのスコーン

[セイボリー]
ローストビーフサンドイッチ
小エビと野菜のオマールコンソメジュレ セロリアックのソース
鹿肉のミートパイ
カリフラワームースとスモークサーモンのタルタル 柚子ゼリー
真鯛のタルタルと大根マリネ

[お飲み物] 下記よりご自由にお選びください。
コーヒー
コーヒー／エスプレッソ／カフェラテ／カプチーノ
紅茶
ダージリン／アールグレイ／イングリッシュブレックファスト 等 5種類
ロンネフェルトハーブティー 5種類
ロンネフェルトフレーバーティー＆フルーツハーブティー 7種類
日本茶
和紅茶／ほうじ茶／玄米茶
季節のドリンク
ホットチョコレート／スパイシーホットチョコレート

ご予約はこちら

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/champagne-bar/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/atrium-lounge/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/festive-sweets-buffet-2022/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/atrium-christmas-afternoontea-2022/


シャンパン・バー by テルモン
3FL. Champagne Bar by TELMONT

ご予約はこちら

アトリウムラウンジ
2FL. Atrium Lounge

クリスマス・アフタヌーンティー
CHRISTMAS AFTERNOON TEA

2022年11月14日(月)～12月25日(日)  From 14 November to 25 December 2022

フェスティブ期間限定のアフタヌーンティー。スノーマンやサンタクロースを象ったキュートなスイーツに、クリスマスだけのセイボリー
アイテムが華を添えます。心躍る特別なひとときをお過ごしください。
The beautiful and luscious world of gold and white will be adorned with exclusive items only available for Christmas. 

Spend a dreamy and shimmering moment of Festive season in our Atrium Lounge.

11:00a.m.-6:30p.m.(Last entry) 2時間制、ラストオーダーは30分前 Up to 2 Hours

■ お一人様 ￥7,500 per person

＜メニュー＞

フェスティブランチ＆スイーツブッフェ
FESTIVE LUNCH & SWEETS BUFFET

2022年11月18日(金)～2023年1月1日(日)までの金土日祝
From 18 November 2022 to 1 January2023, Fridays, Saturdays, Sundays and Holidays

クリスマスアイテムをモチーフにした可愛らしいスイーツの数々や、クリスマスならではのローストチキン、
彩り豊かで味にもこだわったセイボリーが華やぐフェスティブシーズンを演出します。
A lunch and sweets buffet featuring a festive seasonal menu. A variety of cute sweets featuring Christmas items, 

roast chicken, and colorful and tasty savories will create a festive season.

■ お一人様 ￥6,200 per person（お子様 Child ￥3,100）　3部制、120分利用 2 hour limit 11:00a.m. / 1:30p.m. / 4:00p.m.

＜ブッフェメニュー例＞

*上記はメニュー例です。食材の仕入れ状況により一部メニューがご用意できない場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

*写真はイメージです。Product image for illustration purposes only.

*お子様：4～12歳 Child：4 to 12 years old

[ウェルカムドリンク]
チョコレートフィジー

[ライブスタンド]
モンブラン（お1人様一つ）
ホワイトチョコレートとラズベリーのチョコレートファウンテン
（トッピング：マシュマロ、シュークリーム、ワッフル）

[冷製セイボリー]　※テーブルにご用意（お1人様1回のみ）
ミニブリニ イクラ添え
ブリとオリーブ
イカのコロッケ
パテ、フランボワーズ、ピスタチオ
パプリカロースト、しらす、海老
スモークサーモンのクロワッサン
チキンパテ
ブリーチーズと赤すぐり

[温製セイボリー]　※ブッフェスタイル
 ローストチキン、冬野菜と栗のソース
ラム肉の煮込み、クランベリーラムソース
フレンチポークソーセージとマッシュポテト
サーモンのグリル ほうれん草のクリーム煮、レーズンとピニオン
シーフードグラタン
エッグベネディクト

[スイーツブッフェ]
シュトーレン
ジンジャーマンクッキー
ロリポップ チョコレート
ラズベリーコーンチョコレート
ヴェリーヌ ストロベリーピスタチオ
チョコレートブッシュドノエル
ルビーチョコレートガナッシュ
レアチーズケーキ

ホワイトチョコレートとバニラのシャルロット
クリスマスプディング
ホワイトチョコレートのパンナコッタ
ゴールドチョコレート塩キャラメルマカロン
ゴールドチョコレートと栗のムース
フェレロ ロシェ

[お飲み物]
コーヒー・紅茶など14種類

*メニューは変更になる場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

[ウェルカムドリンク]
柚子風味のチョコレートソーダ

[スイーツ]
メイプルクリームのオーナメントボール
クリスマスリースケーキ
ホワイトチョコレートスノーマン
ルビーチョコレートガナッシュ
クリスマスプディング
ミルクチョコレートムース
チョコレートブッシュドノエル
黒糖ホワイトチョコレート

林檎とホワイトチョコレートのブラウニー
紫蘇とホワイトチョコレートのクリーム　
ホワイトチョコレートムースとほうじ茶サブレ
きな粉と小豆ホワイトチョコレートのスコーン

[セイボリー]
ローストビーフサンドイッチ
小エビと野菜のオマールコンソメジュレ セロリアックのソース
鹿肉のミートパイ
カリフラワームースとスモークサーモンのタルタル 柚子ゼリー
真鯛のタルタルと大根マリネ

[お飲み物] 下記よりご自由にお選びください。
コーヒー
コーヒー／エスプレッソ／カフェラテ／カプチーノ
紅茶
ダージリン／アールグレイ／イングリッシュブレックファスト 等 5種類
ロンネフェルトハーブティー 5種類
ロンネフェルトフレーバーティー＆フルーツハーブティー 7種類
日本茶
和紅茶／ほうじ茶／玄米茶
季節のドリンク
ホットチョコレート／スパイシーホットチョコレート

ご予約はこちら

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/champagne-bar/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/atrium-lounge/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/festive-sweets-buffet-2022/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/atrium-christmas-afternoontea-2022/


日本料理 雲海
3FL. Unkai  Japanese Restaurant

クリスマス会席 ～聖夜～
CHRISTMAS KAISEKI

2022年12月23日(金)～25日(日)　From 23 to 25 December 2022

近江牛をメインにした、華やかなひとときにふさわしい逸品の数々。日本料理の粋なクリスマスをお愉しみください。
Our skilled chef will prepare a superb kaiseki dinner, featuring carefully selected ingredients such as Japanese black beef and fresh fishes, 

perfect for a festive occasion. Enjoy a stylish Christmas with Japanese cuisine.

11:30a.m.-3:30p.m.(1:30p.m.L.O.) / 5:00p.m.-9:00p.m.(7:00p.m.L.O.)

■ お一人様 ￥19,888 per person / ３種のワインペアリング付き お一人様 ￥24,860 per person

＜メニュー＞

先付　　　　丹波栗葛豆腐　栗の煎餅　さばき津合蟹　辛子　上澄み餡

煮物椀　　　尼鯛の聖護院かぶら初雪蒸し　銀杏　百合根　人参　芽かぶ　山葵

造り　　　　寒鰤　近海本鮪　他、旬の物二種　芽物色々　山葵　土佐醤油

焼物　　　　近江雌牛サーロイン炭火焼き　タスマニアマスタード　胡麻たれ　生野菜のさらだ

炊き合わせ　冬野菜ウーゲルと鰻　京昧噌仕立て　冬至南瓜　海老芋　金時人参　大根　慈姑

食事　　　　ターキー手羽元の煮込みとトリュフの小丼　赤出汁　香の物

水菓子　　　パパイヤ乾酪　苺　酢橘のジュレ掛け　いろとりどりの洋菓子

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

*入荷の状況によりメニューが変更する場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*写真はイメージです。Product image for illustration purposes only.

ご予約はこちら

中国料理 花梨
3FL. Karin Chinese Restaurant

クリスマスコース　聖誕宵夜菜譜
CHRISTMAS COURSE

2022年12月20日(火)～25日(日)　From 20 to 25 December 2022

料理長が厳選した上質な素材をふんだんに盛り込んだクリスマスコース。
カップルやご家族連れのお客様にもお楽しみいただけます。クリスマスの特別なひと時をお過ごしください。
Enjoy a delicious  prepared Christmas course with carefully selected abundance of high quality ingredients by our master chef.

12/20-23: 11:30a.m.-2:30p.m.(2:00p.m. L.O.) / 5:00p.m.-9:00p.m.(8:00p.m. L.O.)

12/24-25: 11:30a.m.-3:00p.m.(2:30p.m. L.O.) / 5:00p.m.-9:00p.m.(8:00p.m. L.O.)

■ お一人様 ￥22,374 per person

＜メニュー＞

焼き物色々と冷菜の七種一口オードブル

北海帆立貝の二種料理味比べ

ストロベリーのせ北京ダックをクレープで　海鮮蒸し餃子添え

国産伊勢海老のチリソース煮とオマール海老のサラダの一皿

和牛フィレ肉と根野菜の椒塩炒めと椎茸のステーキ

タラバ蟹と黄ニラ、えのき入り煮込みイーフー麵　ズワイ蟹のフリットと共に

2022 チャイニーズクリスマスデザート

*メニューは予告なく変更になる場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*写真はイメージです。Product image for illustration purposes only.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

ご予約はこちら

[ワインペアリング]

カテナ アラモス エクストラ・ブリュット(アルゼンチン)

フリーマーク アビー ナパ ヴァレー ソーヴィニヨン ブラン

ニールソン ワインズ サンタ バーバラ カウンティ ピノノワール

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/karin-restaurant/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/unkai-restaurant/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/karin-christmas-2022/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/unkai-christmas-2022/


日本料理 雲海
3FL. Unkai  Japanese Restaurant

クリスマス会席 ～聖夜～
CHRISTMAS KAISEKI

2022年12月23日(金)～25日(日)　From 23 to 25 December 2022

近江牛をメインにした、華やかなひとときにふさわしい逸品の数々。日本料理の粋なクリスマスをお愉しみください。
Our skilled chef will prepare a superb kaiseki dinner, featuring carefully selected ingredients such as Japanese black beef and fresh fishes, 

perfect for a festive occasion. Enjoy a stylish Christmas with Japanese cuisine.

11:30a.m.-3:30p.m.(1:30p.m.L.O.) / 5:00p.m.-9:00p.m.(7:00p.m.L.O.)

■ お一人様 ￥19,888 per person / ３種のワインペアリング付き お一人様 ￥24,860 per person

＜メニュー＞

先付 丹波栗葛豆腐　栗の煎餅　さばき津合蟹　辛子　上澄み餡

煮物椀　　　尼鯛の聖護院かぶら初雪蒸し　銀杏　百合根　人参　芽かぶ　山葵

造り 寒鰤　近海本鮪　他、旬の物二種　芽物色々　山葵　土佐醤油

焼物 近江雌牛サーロイン炭火焼き　タスマニアマスタード　胡麻たれ　生野菜のさらだ

炊き合わせ　冬野菜ウーゲルと鰻　京昧噌仕立て　冬至南瓜　海老芋　金時人参　大根　慈姑

食事　　　　ターキー手羽元の煮込みとトリュフの小丼　赤出汁　香の物

水菓子　　　パパイヤ乾酪　苺　酢橘のジュレ掛け　いろとりどりの洋菓子

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

*入荷の状況によりメニューが変更する場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*写真はイメージです。Product image for illustration purposes only.

ご予約はこちら

中国料理 花梨
3FL. Karin Chinese Restaurant

クリスマスコース　聖誕宵夜菜譜
CHRISTMAS COURSE

2022年12月20日(火)～25日(日)　From 20 to 25 December 2022

料理長が厳選した上質な素材をふんだんに盛り込んだクリスマスコース。
カップルやご家族連れのお客様にもお楽しみいただけます。クリスマスの特別なひと時をお過ごしください。
Enjoy a delicious  prepared Christmas course with carefully selected abundance of high quality ingredients by our master chef.

12/20-23: 11:30a.m.-2:30p.m.(2:00p.m. L.O.) / 5:00p.m.-9:00p.m.(8:00p.m. L.O.)

12/24-25: 11:30a.m.-3:00p.m.(2:30p.m. L.O.) / 5:00p.m.-9:00p.m.(8:00p.m. L.O.)

■ お一人様￥22,374 per person

＜メニュー＞

焼き物色々と冷菜の七種一口オードブル

北海帆立貝の二種料理味比べ

ストロベリーのせ北京ダックをクレープで　海鮮蒸し餃子添え

国産伊勢海老のチリソース煮とオマール海老のサラダの一皿

和牛フィレ肉と根野菜の椒塩炒めと椎茸のステーキ

タラバ蟹と黄ニラ、えのき入り煮込みイーフー麵　ズワイ蟹のフリットと共に

2022 チャイニーズクリスマスデザート

*メニューは予告なく変更になる場合がございます。 Menu is subject to change without prior notice.

*写真はイメージです。Product image for illustration purposes only.

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

ご予約はこちら

[ワインペアリング]

カテナ アラモス エクストラ・ブリュット(アルゼンチン)

フリーマーク アビー ナパ ヴァレー ソーヴィニヨン ブラン

ニールソン ワインズ サンタ バーバラ カウンティ ピノノワール

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/karin-restaurant/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/unkai-restaurant/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/karin-christmas-2022/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/unkai-christmas-2022/


ご予約はこちら

ピエール・ガニェール　パン・エ・ガトー
2FL. Pierre Gagnaire Pains et  Gateaux 

Bûche de Noël Gold Bûche de Noël Cassis

Boule de Neige Strawberry Shortcake

A Berry, Berry Christmas

ピエール・ガニェール　パン・エ・ガトー
2FL. Pierre Gagnaire Pains et  Gateaux 

■ ブッシュ・ド・ノエル カシス Bûche de Noël Cassis

7.5cm×24cm×7cm   ￥6,000

■ ストロベリーショートケーキ Strawberry Shortcake

13cm ￥4,800    16cm ￥5,800

クリスマスケーキ コレクション 2022
CHRISTMAS CAKES COLLECTION 2022

2022年12月17日(土)～12月25日(日)　From 17 to 25 December 2022

ご家族やお仲間同士、恋人と過ごすクリスマスのひとときに、ピエール・ガニェールのクリスマスケーキをはじめ、懐かしい味わいの
ショートケーキやクリスマス菓子、ホテル特製ローストチキンなど、様々なシーンに合わせたアイテムをご用意いたします。
Commemorate the festive season with this year’s selection of Christmas trimmings by Pierre Gagnaire Pains Et Gateaux.

From elegant Christmas cakes to traditional sweets and even a plump roast chicken, make this year’s season of giving an unforgettable one.

ご予約期間 Booking window 12/16まで

■ ブッシュ・ド・ノエル ゴールド Bûche de Noël Gold

6cm×28cm×10cm  ￥8,000

■ ブール・ド・ネージュ Boule de Neige

8cm x 25cm x 11cm   ￥8,000

■ ＜予約限定 Reservation required＞

ベリーベリークリスマス

A Berry, Berry Christmas

22cm×22cm ￥16,500

■ シュトーレン

Stollen

S: 13cm×10cm×4cm ￥2,500

L: 17cm×10cm×7cm ￥4,500

*販売期間 12月1日(木)～25日(日)

 Available from 1 December to 25 December

*表示料金はいずれも消費税が含まれております。 All prices shown include consumption tax.

* 配送、プレートの名前入れサービスなどのオーダーは承っておりません。ご了承ください。 Orders are for pick-up only, personalized name plaques on cakes will not be available.

* 写真は盛り付けイメージです。Photo for illustration purposes only.

■ クリスマスオードブル

Christmas Hors-d'oeuvre

2～3名様用/ For 2-3 persons 

￥5,800

■ ＜予約限定 Reservation required＞

Roast Chicken

ローストチキン

４名様用 / For 4 people

￥7,500

■ クリスマス プディング

Christmas Pudding

12cm ￥3,800

■ パネトーネ

Panettone

S: 7cm×7cm         ￥600

M: 12cm×11cm ￥1,500

L: 16cm×14cm  ￥3,500

*販売期間 12月1日(木)～25日(日)

 Available from 1 December to 25 December

Stollen

ローストチキンとクリスマスオードブルのみ12/9まで
Roast chicken and Christmas hors d'oeuvres until 9 December

お受け取り期間 Pick-up date 12/17-25

12/17-23 11:00a.m. - 7:00p.m. ピエール・ガニェール パン・エ・ガトー Pierre Gagnaire Pains Et Gateaux, 2FL.

12/24-25 11:00a.m. - 8:00p.m. 宴会場「プリズム」 Banquet room PRISM, B1FL. Stollen Roast Chicken

Christmas Pudding

Panettone

Christmas Hors-d'oeuvre

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/pierre-gagnaire-pains-et-gateaux/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/pierre-gagnaire-pains-et-gateaux/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/christmas-cake-2022/


ご予約はこちら

ピエール・ガニェール　パン・エ・ガトー
2FL. Pierre Gagnaire Pains et  Gateaux 

Bûche de Noël Gold Bûche de Noël Cassis

Boule de Neige Strawberry Shortcake

A Berry, Berry Christmas

ピエール・ガニェール　パン・エ・ガトー
2FL. Pierre Gagnaire Pains et  Gateaux 

■ ブッシュ・ド・ノエル カシス Bûche de Noël Cassis

7.5cm×24cm×7cm   ￥6,000

■ ストロベリーショートケーキ Strawberry Shortcake

13cm ￥4,800    16cm ￥5,800

クリスマスケーキ コレクション 2022
CHRISTMAS CAKES COLLECTION 2022

2022年12月17日(土)～12月25日(日)　From 17 to 25 December 2022

ご家族やお仲間同士、恋人と過ごすクリスマスのひとときに、ピエール・ガニェールのクリスマスケーキをはじめ、懐かしい味わいの
ショートケーキやクリスマス菓子、ホテル特製ローストチキンなど、様々なシーンに合わせたアイテムをご用意いたします。
Commemorate the festive season with this year’s selection of Christmas trimmings by Pierre Gagnaire Pains Et Gateaux.

From elegant Christmas cakes to traditional sweets and even a plump roast chicken, make this year’s season of giving an unforgettable one.

ご予約期間 Booking window 12/16まで

■ ブッシュ・ド・ノエル ゴールド Bûche de Noël Gold

6cm×28cm×10cm  ￥8,000

■ ブール・ド・ネージュ Boule de Neige

8cm x 25cm x 11cm   ￥8,000

■ ＜予約限定 Reservation required＞

ベリーベリークリスマス

A Berry, Berry Christmas

22cm×22cm ￥16,500

■ シュトーレン

Stollen

S: 13cm×10cm×4cm ￥2,500

L: 17cm×10cm×7cm ￥4,500

*販売期間 12月1日(木)～25日(日)

 Available from 1 December to 25 December

*表示料金はいずれも消費税が含まれております。 All prices shown include consumption tax.

* 配送、プレートの名前入れサービスなどのオーダーは承っておりません。ご了承ください。 Orders are for pick-up only, personalized name plaques on cakes will not be available.

* 写真は盛り付けイメージです。Photo for illustration purposes only.

■クリスマスオードブル

Christmas Hors-d'oeuvre

2～3名様用/ For 2-3 persons

￥5,800

■ ＜予約限定 Reservation required＞

Roast Chicken

ローストチキン

４名様用 / For 4 people

￥7,500

■ クリスマス プディング

Christmas Pudding

12cm ￥3,800

■ パネトーネ

Panettone

S: 7cm×7cm         ￥600

M: 12cm×11cm ￥1,500

L: 16cm×14cm  ￥3,500

*販売期間 12月1日(木)～25日(日)

 Available from 1 December to 25 December

Stollen

ローストチキンとクリスマスオードブルのみ12/9まで
Roast chicken and Christmas hors d'oeuvres until 9 December

お受け取り期間 Pick-up date 12/17-25

12/17-23 11:00a.m. - 7:00p.m. ピエール・ガニェール パン・エ・ガトー Pierre Gagnaire Pains Et Gateaux, 2FL.

12/24-25 11:00a.m. - 8:00p.m. 宴会場「プリズム」Banquet room PRISM, B1FL. Stollen Roast Chicken

Christmas Pudding

Panettone

Christmas Hors-d'oeuvre

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/pierre-gagnaire-pains-et-gateaux/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/pierre-gagnaire-pains-et-gateaux/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/christmas-cake-2022/


2023年おせち料理のご案内
Osechi 2023

2023年おせち料理のご案内
Osechi 2023

日本料理「雲海」おせち料理・年末年始のご案内
OSECHI AND NEW YEAR'S INFORMATION

2022年12月31日(土)～2023年1月3日(月)　From 31 December 2022 to 3 January 2023

毎年ご好評を頂いている雲海のおせち料理。1年の無病息災を願い、心を込めてお作りいたします。晴れやかな新年にふさわしい、
繊細で美しいお料理の数々をどうぞお楽しみください。
Enjoy our delicate and beautiful osechi and kaiseki for a bright and sunny New Year.

完全予約制（2日前の18時まで）Reservations are required by 6:00 p.m. two days in advance.

■ ランチ Lunch

1/1、2：11:00a.m.-12:15p.m. / 12:45p.m.-2:00p.m. / 2:30p.m.-3:45p.m. おせち料理 Osechi お一人様￥11,809 per person 

1/3　：11:30a.m.-3:30p.m. (1:30p.m. L.O.)　　　　　    　   　  お正月特別会席「想」 Kaiseki "So"          お一人様￥16,159 per person

お正月特別会席「恵」 Kaiseki "Kei"         お一人様￥19,888 per person

お正月特別会席「悠」 Kaiseki "Yu"         お一人様￥24,860 per person
■ ディナー Dinner

12/31：5:00p.m.-9:00p.m. (7:00p.m. L.O.)  　　　   　　　          大晦日特別会席「悠」 Kaiseki "Yu"         お一人様￥24,860 per person

大晦日特別会席「雲海」 Kaiseki "Unkai" お一人様￥31,075 per person

1/1　：5:00p.m.-7:00p.m. or 5:30p.m.-7:30p.m. 　　                    お正月特別会席「悠」 Kaiseki "Yu"          お一人様￥24,860 per person

お正月特別会席「雲海」 Kaiseki "Unkai"  お一人様￥31,075 per person

1/2　：5:00p.m.-7:00p.m. or 5:30p.m.-7:30p.m.        　　             お正月特別会席「恵」 Kaiseki "Kei"         お一人様￥19,888 per person

お正月特別会席「悠」 Kaiseki "Yu"          お一人様￥24,860 per person

お正月特別会席「雲海」 Kaiseki "Unkai" お一人様￥31,075 per person

1/3　：5:00p.m.-9:00p.m. (7:00p.m. L.O.)                                      お正月特別会席「想」 Kaiseki "So"          お一人様￥16,159 per person

お正月特別会席「恵」 Kaiseki "Kei"         お一人様￥19,888 per person

お正月特別会席「悠」 Kaiseki "Yu"          お一人様￥24,860 per person

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

*期間中は上記メニューのみのご提供とさせていただきます。 Only the above menu will be available during this period.

*キャンセルの場合はご利用の3日前までにご連絡ください。2日前より100％のキャンセル料を頂戴いたします。 100% cancellation fee will be charged from 2 days prior to the reservation date.

*写真はイメージです。Product image for illustration purposes only.

ご予約はこちら

日本料理「雲海」テイクアウト「おせち宝箱」
UNKAI JAPANESE RESTAURANT "TAKE AWAY OSECHI BOX"

日本料理「雲海」のおせち料理とお雑煮を、テイクアウトでご用意いたします。取り分けせずに安心してお召し上がりいただける1人前の一段重
と、ご家族でお愉しみいただける五段重よりお選びください。心を込めて丁寧に仕上げる逸品の数々が、新しい年の始まりを華やかに彩ります。
We are delighted to offer a luxurious take-out osechi made from carefully selected Japanese seasonal ingredients. Experience Japanese 

authentic way of welcoming the new year with osechi cuisine at home, crafted by "Unkai" master chef.

予約期間 Reservation ：2022年11月20日(日)まで Until 20 November 2022

お受取り Pick Up      ：2022年12月31日(土) 五段重・一段重  31 December 2022 12:00 noon-7:00p.m.

2023年1月1日(日)　  一段重のみ        1 January 2023 10:00a.m.-1:00p.m.

3FL. 日本料理「雲海」 3FL. Unkai Japanese Restaurant

■ 一重　 お一人様 ￥10,000 per person　1人前／雑煮椀1個付／サイズ縦11cm、横25cm、高さ 5.5cm／12月31日、1月1日販売（250食限定）
■ 五段重 お一人様 ￥45,000 per person　3～4人前／雑煮椀3個付／サイズ縦14cm、横14cm、高さ 5cm×5段／12月31日のみ販売（30食限定）

＜おせち一段重メニュー＞

栗金団／牡丹百合根密煮 梅肉／五色砧巻き／烏賊のしんじょう射込み／数の子／寿老鞘巻き海老／絵馬生麩・手毬麩／子持鮎昆布巻き／

柚香伊達巻き／鮭燻製すかし黄味鮓／紅白千代呂木／金柑膾（いくら醤油漬け）／堀川牛蒡鶏そぼろ射込み／松笠慈姑／新竹の子土佐煮／

光琳梅人参／富喜青煮／餅花鰆西京漬け／鮭幽庵焼き／玉人参・玉大根あちゃら／黒豆羊羹 金箔・銀箔／照り五万米／大王松 南天 裏白 ゆずり葉

雑煮椀　関東風（鰹と昆布のお出汁で）清汁仕立て

　　　　熨斗焼き餅　合鴨ロース　蒲鉾　日の出金時人参　亀甲大根　春子椎茸　祝菜　口、へぎ柚子

*消費税込み Consumption tax included. 　

*オンライン予約からの事前決済のみでの販売となります。 Advance payment is required.

*2022年11月30日以降のキャンセルは、料金の100％のキャンセル料を頂戴いたします。  Cancellation fee will be charged from 30 November 2022.

*アレルギーや苦手な食材による料理内容変更はお受けできませんのでご了承ください。  No changes can be made to the content of the dish due to allergies.

*要冷蔵商品です。1月1日中にお召し上がりいただくようお願いいたします。 Consume on the day of purchase.

*他の特典・割引との併用は不可 Cannot be combined with any other offer or discount.

ご予約はこちら

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/unkai-restaurant/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/unkai-restaurant/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/unkai-newyear/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/unkai-takeout-osechi-2023/


2023年おせち料理のご案内
Osechi 2023

2023年おせち料理のご案内
Osechi 2023

日本料理「雲海」おせち料理・年末年始のご案内
OSECHI AND NEW YEAR'S INFORMATION

2022年12月31日(土)～2023年1月3日(月)　From 31 December 2022 to 3 January 2023

毎年ご好評を頂いている雲海のおせち料理。1年の無病息災を願い、心を込めてお作りいたします。晴れやかな新年にふさわしい、
繊細で美しいお料理の数々をどうぞお楽しみください。
Enjoy our delicate and beautiful osechi and kaiseki for a bright and sunny New Year.

完全予約制（2日前の18時まで）Reservations are required by 6:00 p.m. two days in advance.

■ ランチ Lunch

1/1、2：11:00a.m.-12:15p.m. / 12:45p.m.-2:00p.m. / 2:30p.m.-3:45p.m. おせち料理 Osechi お一人様￥11,809 per person 

1/3　：11:30a.m.-3:30p.m. (1:30p.m. L.O.) お正月特別会席「想」 Kaiseki "So"          お一人様￥16,159 per person

お正月特別会席「恵」 Kaiseki "Kei"         お一人様￥19,888 per person

お正月特別会席「悠」Kaiseki "Yu"         お一人様￥24,860 per person
■ ディナー Dinner

12/31：5:00p.m.-9:00p.m. (7:00p.m. L.O.)  　　　 大晦日特別会席「悠」Kaiseki "Yu"         お一人様￥24,860 per person

大晦日特別会席「雲海」 Kaiseki "Unkai" お一人様￥31,075 per person

1/1　：5:00p.m.-7:00p.m. or 5:30p.m.-7:30p.m. 　　 お正月特別会席「悠」Kaiseki "Yu"          お一人様￥24,860 per person

お正月特別会席「雲海」 Kaiseki "Unkai"  お一人様￥31,075 per person

1/2　：5:00p.m.-7:00p.m. or 5:30p.m.-7:30p.m.        　　 お正月特別会席「恵」 Kaiseki "Kei"         お一人様￥19,888 per person

お正月特別会席「悠」Kaiseki "Yu"          お一人様￥24,860 per person

お正月特別会席「雲海」 Kaiseki "Unkai" お一人様￥31,075 per person

1/3　：5:00p.m.-9:00p.m. (7:00p.m. L.O.) お正月特別会席「想」Kaiseki "So"          お一人様￥16,159 per person

お正月特別会席「恵」 Kaiseki "Kei"         お一人様￥19,888 per person

お正月特別会席「悠」Kaiseki "Yu"          お一人様￥24,860 per person

*表記価格には消費税・サービス料が含まれております。 Consumption tax and service charge are included.

*期間中は上記メニューのみのご提供とさせていただきます。 Only the above menu will be available during this period.

*キャンセルの場合はご利用の3日前までにご連絡ください。2日前より100％のキャンセル料を頂戴いたします。 100% cancellation fee will be charged from 2 days prior to the reservation date.

*写真はイメージです。Product image for illustration purposes only.

ご予約はこちら

日本料理「雲海」テイクアウト「おせち宝箱」
UNKAI JAPANESE RESTAURANT "TAKE AWAY OSECHI BOX"

日本料理「雲海」のおせち料理とお雑煮を、テイクアウトでご用意いたします。取り分けせずに安心してお召し上がりいただける1人前の一段重
と、ご家族でお愉しみいただける五段重よりお選びください。心を込めて丁寧に仕上げる逸品の数々が、新しい年の始まりを華やかに彩ります。
We are delighted to offer a luxurious take-out osechi made from carefully selected Japanese seasonal ingredients. Experience Japanese 

authentic way of welcoming the new year with osechi cuisine at home, crafted by "Unkai" master chef.

予約期間 Reservation ：2022年11月20日(日)まで Until 20 November 2022

お受取り Pick Up      ：2022年12月31日(土) 五段重・一段重  31 December 2022 12:00 noon-7:00p.m.

2023年1月1日(日)　  一段重のみ        1 January 2023 10:00a.m.-1:00p.m.

3FL. 日本料理「雲海」 3FL. Unkai Japanese Restaurant

■ 一重　 お一人様 ￥10,000 per person　1人前／雑煮椀1個付／サイズ縦11cm、横25cm、高さ 5.5cm／12月31日、1月1日販売（250食限定）
■ 五段重 お一人様 ￥45,000 per person　3～4人前／雑煮椀3個付／サイズ縦14cm、横14cm、高さ 5cm×5段／12月31日のみ販売（30食限定）

＜おせち一段重メニュー＞

栗金団／牡丹百合根密煮 梅肉／五色砧巻き／烏賊のしんじょう射込み／数の子／寿老鞘巻き海老／絵馬生麩・手毬麩／子持鮎昆布巻き／

柚香伊達巻き／鮭燻製すかし黄味鮓／紅白千代呂木／金柑膾（いくら醤油漬け）／堀川牛蒡鶏そぼろ射込み／松笠慈姑／新竹の子土佐煮／

光琳梅人参／富喜青煮／餅花鰆西京漬け／鮭幽庵焼き／玉人参・玉大根あちゃら／黒豆羊羹 金箔・銀箔／照り五万米／大王松 南天 裏白 ゆずり葉

雑煮椀　関東風（鰹と昆布のお出汁で）清汁仕立て

熨斗焼き餅　合鴨ロース　蒲鉾　日の出金時人参　亀甲大根　春子椎茸　祝菜　口、へぎ柚子

*消費税込み Consumption tax included. 

*オンライン予約からの事前決済のみでの販売となります。 Advance payment is required.

*2022年11月30日以降のキャンセルは、料金の100％のキャンセル料を頂戴いたします。  Cancellation fee will be charged from 30 November 2022.

*アレルギーや苦手な食材による料理内容変更はお受けできませんのでご了承ください。  No changes can be made to the content of the dish due to allergies.

*要冷蔵商品です。1月1日中にお召し上がりいただくようお願いいたします。 Consume on the day of purchase.

*他の特典・割引との併用は不可 Cannot be combined with any other offer or discount.

ご予約はこちら

https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/unkai-restaurant/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/unkai-restaurant/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/unkai-newyear/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/offer/unkai-takeout-osechi-2023/


クリスマス 2022
CHRISTMAS 2022

〒107-0052 東京都港区赤坂1-12-33

1-12-33, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
restaurant-reservation@anaintercontinental-tokyo.jp
anaintercontinental-tokyo.jp

For reservation or inquiries
ご予約・お問い合わせは

Tel:03-3505-1185
(9:00a.m.-9:00p.m.)

https://anaintercontinental-tokyo.jp/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/location/
https://anaintercontinental-tokyo.jp/
tel:03-3505-1185



