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
「LʼOasis」、
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’S OMAKASE COURSE
シェフのおまか せコース
JPY 30,000〜 (33,000〜)

While enjoying the breathtaking views of Kyoto City
to the picturesque Yasaka Pagoda and the surrounding mountains,
allow us to tailor your menu with the freshest ingredients each season has to offer.

With the aim to further enhance your dining experience,
please let us know your preferences, budget or any dietary restrictions you may have.
A minimum of at least 3 days advance booking is required to enjoy this menu.

その日ごとの旬の食材をシェフが自ら厳選した、
７品前後のシェフのお任せコースです。
八坂の塔をはじめとする京都市街の眺望を眼下に望みながら、大切な方との特別なディナーをごゆっくりご堪能ください。

アレルギーや、苦手な食材などございましたら、
ご予約の際にご遠慮なくお申し付けください。
また、
ご希望に応じてご予算などをお伺いの上、
ご希望に沿ったお食事のご用意も可能ですのでお問い合わせください。
こちらのコースは完全予約制ですので、
ご来店の3日前までにご予約ください。

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.

（

）
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。

CHEF DEGUSTATION COURSE
デギュスタシオンコース
JPY 25,000 (27,500)

Amuse Bouche

アミューズブーシュ

Ruinart Blanc de Blancs

リュイナール ブラン ド ブラン

Yasaka Pancake
Sea Urchin and Shrimp,Caviar

八坂 パンケーキ
雲丹と海老、
キャビア

Krug Grande Cuvée

クリュッグ グラン キュヴェ

Cuttlefish Squid and Green Asparagus
Garlic Leaf

紋甲烏賊とグリーンアスパラガス
葉大蒜のヌタ

Sancerre 2019, Henri Bourgeois

サンセール 2019 アンリ ブルジョワ

Seasonal Catch from Wakayama
Bamboo Shoot and Burdock Duxelles

和歌山漁港より季節の鮮魚
筍と牛蒡のデュクセル

Yamadanishiki, Daiginjo 2018
Noguchi Naohiko Sake institute

山田錦 大吟醸 2018 農口尚彦研究所

Japanese Wagyu(80g)
Wasabi and Vanilla

国産和牛(80g)
山葵とヴァニラ

or

又は

Meat of The Day

本日のお肉料理

Woodward Canyon
Artist Series Cabernet Sauvignon 2018

ウッドワードキャニオン
アーティストシリーズ カベルネ ソーヴィニヨン2018

Sakura Shrimp
“Ochazuke” Style

桜エビの出汁茶漬け

or

又は

“Hervé Mons” Cheese Selection

エルヴェ・モンスのチーズ

Mille-feuille
Strawberry, Pistachio

ミルフィーユ
苺とピスタチオ

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。

TRADITION COURSE
トラディションコース
JPY 20,000 (22,000)

Amuse Bouche

アミューズブーシュ

Ruinart Blanc de Blancs

リュイナール ブラン ド ブラン

Saikazaki Red Shrimp
Pork Trotter and Kinome

雑賀崎産足赤海老
豚足と木の芽

Frankland Estate 2020 Riesling

フランクランド エステート 2020 リースリング

Seasonal Catch from Wakayama
Peas a la Française

和歌山漁港より季節の鮮魚
ウスイエンドウのフランセーズ

Chassagne-Montrachet 2019
Château de la Maltroye

シャサーニュ モンラッシェ 2019
シャトー ド ラ マルトロワ

Japanese Wagyu(80g)
Wasabi and Vanilla

国産和牛(80g)
山葵とヴァニラ

or

又は

Meat of The Day

本日のお肉料理

Woodward Canyon
Artist Series Cabernet Sauvignon 2018

ウッドワードキャニオン
アーティストシリーズ カベルネ ソーヴィニヨン2018

Sakura Shrimp
“Ochazuke” Style

桜エビの出汁茶漬け

or

又は

“Hervé Mons” Cheese Selection

エルヴェ・モンスのチーズ

Mille-feuille
Strawberry, Pistachio

ミルフィーユ
苺とピスタチオ

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。

A LA CARTE MENU
アラカルトメニュー
食前

Aperitif
Caviar Crystal 30g
Blinis and Condiments

14,000 (15,400)

キャビア クリスタル30g
ブリニとコンディメンツ

14,000 (15,400)

前菜

appetizer
Hokkaido Scallops
Fennel and Saffron

3,200 (3,520)

北海道産帆立貝
フェンネルとサフラン

3,200 (3,520)

Saikazaki Red Shrimp
Pork Trotter and Kinome

3,200 (3,520)

雑賀埼産足赤海老
豚足と木の芽

3,200 (3,520)

Cuttlefish Squid and Green Asparagus 3,200 (3,520)
Garlic Leaf

紋甲烏賊とグリーンアスパラガス
葉大蒜のヌタ

3,200 (3,520)

Yasaka Pancake
Sea Urchin and Shrimp, Caviar

八坂パンケーキ、雲丹と海老、
キャビア

6,800 (7,480)

6,800 (7,480)

魚介料理

Seafood
Seasonal Catch from Wakayama
Peas a la française

4,200 (4,620)

4,200 (4,620)
Seasonal Catch from Wakayama
Bamboo Shoot and Burdock Duxelles

和歌山漁港より季節の鮮魚
ウスイエンドウのフランセーズ

4,200 (4,620)

和歌山漁港より季節の鮮魚
筍と牛蒡のデュクセル

4,200 (4,620)

Signature “Bouillabaisse”

4,500 (4,950)

シグネチャー「ブイヤベース」

4,500 (4,950)

Hommard Bleu
piquillos romesco

9,000 (9,900)

オマールブルー
ピキヨスのロメスコソース

9,000 (9,900)

肉料理

Meat
Meat of The Day

6,000 (6,600)

本日の肉料理

6,000 (6,600)

国産和牛肉（100g～）

Wagyu Beef (per 100g)
YAMAGATA - Suzuki Farm (Tenderloin)

9,500 (10,450)

山形牛 - 鈴木牧場（フィレ）

A delicate marbling and melting texture,
with a strong sweetness in taste.
MIYAGI - Sekimura Farm (Sirloin)

8,000 (8,800)

適度なサシと甘みが強く、
濃厚で溶けるような柔らかさが特徴

宮城 漢方牛 - 関村牧場（サーロイン）

8,000 (8,800)

赤身とサシのバランスが良く
旨味が強く、
しっかりとした食べ応え

A balanced mixture of
red meat and marbling fat.
MIYAGI - Sekimura Farm (Tenderloin)

9,500 (10,450)

8,000 (8,800)

宮城 漢方牛 - 関村牧場（フィレ）

8,000 (8,800)

14種類の漢方飼料で育てられ、
赤身主体で肉本来の旨味が楽しめる肉質

Unlike the tenderloin wagyu,
Leaner red meat and moderate fat marbling.

〆

Rice
Sakura Shrimp“Ochazuke” Style

1,500 (1,650)

桜海老の出汁茶漬け

1,500 (1,650)

Garlic Rice

2,000 (2,200)

ガーリックライス

2,000 (2,200)

デザート/チーズ

Dessert and Cheese

「守破離」
グラニテ

800 (880)

“Shuhari” Granité

800 (880)

Truffle Macaron

1,000 (1,100)

トリュフのマカロン

1,000 (1,100)

Mille-feuille, Strawberry, Pistachio

1,800 (1,980)

ミルフィーユ、苺とピスタチオ

1,800 (1,980)

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。

