Chef de Cuisine Kampei Hisaoka was born in Nara and started out as a pottery maker in his
family-owned arts and crafts business. On his first trip to Europe at the age of 18,
Chef Hisaoka was inspired to become a chef after visiting a Paris bistro where he witnessed
guests enjoying their meals wholeheartedly. In the beginning in his early twenties,
he studied for 16 years in France, including at renowned Michelin-starred restaurants
such as “Frères Pourcel” in Montpellier and Paris, “L’Oasis” in Mandelieu-la-Napoule and
“La Rèserve de Beaulieu” in Beaulieu-sur-Mer in the southern coast of France.
Chef Hisaoka became the first chef to receive a Michelin star
at “La Truffière” in Paris in 2016.

After years of being away from home, he returned to Kyoto as the Chef de Cuisine
for the opening of Yasaka. Blending traditional elements of French cuisine and
the Japanese tradition of teppanyaki, Chef Hisaoka is always exploring new ways
to deliver culinary experiences to delight diners beyond their imagination.

Yasaka, Park Hyatt Kyoto’s signature restaurant, will offer a distinctly new type of
teppanyaki cuisine showcasing various French-inspired cooking techniques which unfold
from the open-kitchen stage that is Japanese “teppan”, a steel hot plate.

Set to breathtaking views of Kyoto City from Yasaka Pagoda to surrounding mountains,
Yasaka offers an inspired culinary experience that blends tradition and innovation.

料理長、久岡寛平は奈良の工芸美術を家業とする家に生まれ、陶芸の道を進んでいました。
18 歳の時、初めてのヨーロッパ旅行で訪れたパリのビストロで、心の底から食事を楽しむゲストを目の当たりにしたことが、
料理人を志す直接のきっかけとなり、20代前半から16年間にわたりフランスで研鑽を積みました。
モンペリエとパリにある
「Frères Pourcel」、南仏のマンドリュー＝ラ＝ナ プールにある
「L’Oasis」、
南仏ボーリュー=シュル=メールにある
「La Rèserve de Beaulieu」などの
名だたるミシュラン星付きレストランで働いた後、
2016 年にはパリの「La Truffière」で、シェフとして初めてミシュランの星を獲得しました。
何年もの間、故郷を離れていた彼ですが、
ここ
「八坂」の開業にあたり、料理長として京都へ戻ることを決意しました。
地元産の最高の食材を使用し、日本の伝統的な調理法である鉄板焼きの枠に収まることなく、
伝統的なフランス料理の調理技術を駆使した、
想像を超える驚きと喜びに満ちた新しい食の体験をゲストにお届けできるよう、常に探求を続けております。

CHEF DEGUSTATION 7 COURSES
シェフのお任 せ 7 品 のコース
JPY 30,000 (33,000)

Yasaka Pancake
Sea Urchin and Prawn, Caviar

八坂 パンケーキ
雲丹と海老、
キャビア

Foie Gras and Conger Eel
Red Wine Sauce, Sansho Berry

フォアグラと穴子
赤ワインソースと山椒

Langoustine
Pork Trotter and Mussel Ravioli

ラングスティーヌ
豚足とムール貝のラビオリ

Signature “Bouillabaisse”

シグネチャー「ブイヤベース」

Yamagata Tenderloin(80g)
Wasabi and Vanilla

山形牛フィレ(80g)
山葵とヴァニラ

Duck Confit
“Ochazuke” Style

鴨のコンフィの出汁茶漬け

or

又は

“Hervé Mons” Cheese Selection

エルヴェ・モンスのチーズ

Tarte Tatin
Calvados Ice Cream

タルトタタン
カルヴァドスのアイスクリーム

Wine Pairing From Our Sommelier
ワインペアリング ソムリエセレクション
JPY 15,000 (16,500)

Prices in brackets are tax inclusive. Prices are subject to 15% service charge.
To greater ensure the quality of your dining experience, please let our associates know if you have any food allergies or restrictions.
（ ）
内の料金は消費税込みです。上記価格に15％のサービス料を頂戴いたします。
食材にアレルギーのあるお客様、食事制限がおありのお客様はご注文の際に係りの者にお申し付けください。

PRIX-FIXE MENU 6 COURSES
プリフィックス ６品 のコース
JPY 26,000 (28,600)

Yasaka Pancake
Sea Urchin and Prawn, Caviar

八坂 パンケーキ
雲丹と海老、
キャビア

Hokkaido Scallop
Cauliflower and Truffle

北海道産帆立貝
カリフラワーとトリュフ

Seafood

魚料理

Seasonal Catch from Wakayama
Consommé, Marinated Mushroom

和歌山漁港より季節の鮮魚
茸のマリネとコンソメ

or

又は

Signature “Bouillabaisse”

シグネチャー「ブイヤベース」

Meat

肉料理

Meat of The Day

本日のお肉料理

or

又は

Japanese Wagyu(80g)
Wasabi and Vanilla

国産和牛(80g)、
山葵とヴァニラ

Choice of Yamagata Tenderloin
Miyagi Tenderloin or Miyagi Sirloin

Duck Confit
“Ochazuke” Style

下記からお選び下さい
山形牛のフィレ、
漢方和牛のフィレ、又は漢方和牛のサーロイン

鴨のコンフィの出汁茶漬け

or

又は

“Hervé Mons” Cheese Selection

エルヴェ・モンスのチーズ

Tarte Tatin
Calvados Ice Cream

タルトタタン
カルヴァドスのアイスクリーム

Wine Pairing From Our Sommelier
ワインペアリング ソムリエセレクション
JPY 13,000 (14,300)

Prices in brackets are tax inclusive. Prices are subject to 15% service charge.
To greater ensure the quality of your dining experience, please let our associates know if you have any food allergies or restrictions.
（ ）
内の料金は消費税込みです。上記価格に15％のサービス料を頂戴いたします。
食材にアレルギーのあるお客様、食事制限がおありのお客様はご注文の際に係りの者にお申し付けください。

LA TRADITION MENU 5 COURSES
ラ・トラディション 5 品 のコース
JPY 22,000 (24,200)

Hokkaido Scallop
Cauliflower and Truffle

北海道産帆立貝
カリフラワーとトリュフ

Seasonal Catch from Wakayama
Anchovy Butter and
Aoki Farm Vegetables

和歌山漁港より季節の鮮魚
アンチョビバターと青木農園の野菜

Japanese Wagyu(120g)
Wasabi and Vanilla
Choice of Yamagata Tenderloin
Miyagi Tenderloin or Miyagi Sirloin

Garlic Rice

Tarte Tatin
Calvados Ice Cream

国産和牛(120g)
山葵とヴァニラ
下記からお選び下さい
山形牛のフィレ、漢方和牛のフィレ、又は漢方和牛のサーロイン

ガーリックライス

タルトタタン
カルヴァドスのアイスクリーム

Wine Pairing From Our Sommelier
ワインペアリング ソムリエセレクション
JPY 11,000 (12,100)

Prices in brackets are tax inclusive. Prices are subject to 15% service charge.
To greater ensure the quality of your dining experience, please let our associates know if you have any food allergies or restrictions.
（ ）
内の料金は消費税込みです。上記価格に15％のサービス料を頂戴いたします。
食材にアレルギーのあるお客様、食事制限がおありのお客様はご注文の際に係りの者にお申し付けください。

