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コンラッド東京、平日限定「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ～信州の秋～」を 

9月 5日（月）から11月4日（金）まで開催 
ホテル総料理長監修、各レストランのシェフが信州の食材を和洋中にアレンジした個性豊かなメニューをご用意 

【2022年8月5日】コンラッド東京（東京都港区、総支配人ニール・マッキネス）は、9月5日（月）より11月4日（金）までオ

ールデイダイニング「セリーズ」にて平日限定の「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ～信州の秋～」を提供します。コンラッド東京 総

料理長 水口雅司監修のもと、各レストランのシェフ達が共演して作り上げる贅沢なランチビュッフェの第3弾で、清らかな水や豊

かな土壌が生み出す、信州（長野）の多岐にわたる食材を活かした個性的なメニューの数々が並びます。水口は、2021年9

月に軽井沢にあるホテル主催の一夜限りのコラボレーションディナーのシェフとして招待された際、信州の食材の豊富さと美味しさ

に魅せられ、「同じ季節に信州をコンセプトにした料理を提供したいと思っていた」と語ります。自然豊かな信州は食材の宝庫で

あるということを実感できるランチビュッフェ。コンラッド東京ならではの和洋中の調理法と信州グルメとのマリアージュを心ゆくまでお

楽しみください。 
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信州ゆめクジラ農園野菜のバーニャカウダや前菜などの冷たい料理から、信州サーモンのポットパイ

や肉料理などの温かい料理、デザートまで信州の食材を使用した約30種類の料理をお好きなだ

けお召し上がりいただけます。総料理長 水口がおすすめするのはカービングステーションで提供する

「信州アルプス牛のロースト」。豊かな自然の中で育ち、和牛の美味しさを受け継いだブランド牛

を、清らかな水が育んだ山葵（わさび）とともにお楽しみいただけます。中国料理「チャイナブルー」

は、ブランド鶏の信州福味鶏を食欲が増すシンガポールのスパイシーなソースに合わせて、日本料

理「風花」は旨味が凝縮された信州サーモンといくらを冷製親子丼に。デザートにはシャインマスカッ

トを贅沢に入れたゼリーなど4種類をご用意します。 

     

 

 

「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ～信州の秋～」 メニュー例 

監修：コンラッド東京総料理長 水口雅司 

参加シェフ：中国料理「チャイナブルー」料理長 アルバート・ツェ / 日本料理「風花」統括料理長 田村勝宏 / オールデイダイニ

ング「セリーズ」シェフ 矢口健太 / バンケットシェフ 松永晋太郎 / ペストリーシェフ  岡崎正輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンラッド東京 総料理長  水口雅司                                       

コンフィにした真田丸の鶏レバ

ーとキクラゲ、ポワローのテリー

ヌ 

上田市で生産されている高

級地鶏「真田丸」の鶏レバー

のコンフィをキクラゲ、ポワローと

合わせたテリーヌです。（松永） 

信州サーモンの親子丼 

旨みが凝縮された信州サー

モンといくらの贅沢な組み合

わせの親子丼。冷製でお楽

しみください。（田村） 

 

信州米豚バラ自家製醬油

味噲漬け 

ジューシーで柔らかな信州米

豚を自家製の醤油味噌に漬

け込みました。脂の甘味が引

き立ちます。（ツェ） 

ヴォンゴレスパゲッティーと野沢

菜ちりめん 

あさりの旨味たっぷりのヴォン

ゴレスパゲッティーに食感の良

い野沢菜とちりめんを載せ

て。（松永） 

冷たい信州そば 

郷土食である信州そばを、山

葵、なめこ、大根おろし、海

苔、七味、葱、叩き梅、ミョウ

ガ、オクラ、鰹節、とろろなど

10種以上の薬味とともに。

（水口） 

信州サーモンのスモークとそ

ばの実なめこ 

そばの実と信州の清らかな

水で育ったなめこを、ブラン

ド魚の信州サーモンで巻き

ました。素材の旨味が口の

中に広がります。（水口） 

信州大王イワナのカルパッチ

ョ 柚子胡椒ヴィネグレット 

白く透き通り、クセがなく、優

しい味わいが特徴のブランド

魚、信州大王（だいおう）イワ

ナを素材の味が活きるカルパ

ッチョにしました。（水口） 

信州アルプス牛のロースト 

和牛の旨味を受け継いだブラ

ンド牛をローストして、アルプス

の雪溶け水で育った山葵を合

わせました。それぞれの素材の

味を堪能できる一品です。

（水口） 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ～信州の秋～」 概要 
期間： 2022年9月5日（月）～11月4日（金） ※平日限定 
時間： 12:00～13:30（最終入店） ※120分制（30分前ラストオーダー） 
場所： 28階 オールデイダイニング「セリーズ」 
料金： 1名様 6,000円 
     コンラッド・ベア付き 1名様 7,300円 
            お子様（3～5歳） 1名様 1,700円／お子様（6～12歳）1名様 2,700円 
 
メニュー例： 
前菜 ・  信州大王イワナのカルパッチョ 柚子胡椒ヴィネグレット 

・ 信州サーモンのスモークとそばの実なめこ 
・ コンフィにした真田丸の鶏レバーとキクラゲ、ポワローのテリーヌ 
・ 信州サーモンの親子丼 
・ 信州米豚バラ自家製醬油味噲漬け 
・ 小エビとアヴォカドの山葵漬け和え クロスティーニと一緒に 
・ 八ヶ岳きたやつハムのプロシュート トマトとチーズムース 
・ 稚アマゴのエスカベッシュ 

サラダ ・  ロメインレタス、ルッコラ、ミックスサラダ トマト、栗 
・ 信州ゆめクジラ農園野菜のバーニャカウダ 

    リンゴのドレッシング、シーザードレッシング、オニオンドレッシング、バルサミコ酢、オリーブオイル 
   クリスピーベーコン、ローストクルミ、アーモンドスライス、ドライトマト 

 

信州サーモンとキノコのクリーム

ポットパイ 

フーチバー（よもぎ）が香るジュ

ーシー（炊き込みご飯）。ピラフ

仕立てにし、揚げたソフトシェ

ルクラブを載せました。（矢口） 

信州福味鶏 もも肉シンガボー

ル辛タレ 

沖縄の代表料理のゴーヤチャ

ンプルーをオリジナルスタイルに。

ゴーヤ、島豆腐、スパム、玉子

に料理長オリジナルのスパイス

を加えました。（ツェ） 

舞茸とすり身のパン挟み揚

げ 信州味噌だれ 

香り豊かな舞茸とすり身を

パンに挟んで揚げ、サクサク

の食感に。信州味噌を使っ

たタレが全体の味わいを引

き締めます。（田村） 

シャインマスカットのゼリー 

皮ごと食べられるシャインマス

カットが贅沢に入ったゼリー。

さわやかなマスカットの香りが

口の中で広がります。（岡

崎） 

 

モンブラン 

秋に旬を迎える栗をふんだ

んに使ったモンブラン。トップ

には大きな栗の甘露煮をあ

しらいゴージャスに仕上げま

した。（岡崎） 

真田丸もも肉と八ヶ岳きたや

つハムのソーセージ、ベーコン

を使ったポトフ 

高級地鶏「真田丸」のもも肉

と、本場ドイツの国際コンテス

トでの受賞歴を誇る「きたやつ

ハム」のソーセージとベーコンが

入った贅沢なポトフ。（矢口） 

信州サーモンとキノコのクリー

ムポットパイ 

適度な脂がのった信州サー

モンをキノコと合わせてクリー

ムスープに。パイの蓋を崩し

ながらスープと一緒にお召し

上がりください。（矢口） 

信州福味鶏 もも肉シンガポ

ール辛タレ 

信州を代表する銘柄鶏「信

州福味鶏」のジューシーなも

も肉をシンガポールの彩り豊

かなスパイシーソースに合わ

せてエスニックに仕上げまし

た。（ツェ） 



 
 
 

 
 
そば   ・  冷たい信州そば 
        山葵、なめこ、大根おろし、海苔、七味、葱、叩き梅、ミョウガ、オクラ、鰹節、とろろなどの薬味 
ブレッド ・  おやき、信州味噌のフォカッチャ、野沢菜ちりめんバゲット 
温かい料理 

・ ヴォンゴレスパゲッティーと野沢菜ちりめん 
・ 真田丸もも肉と八ヶ岳きたやつハムのソーセージ、ベーコンを使ったポトフ 
・ 信州サーモンとキノコのクリームポットパイ 
・ 信州福味鶏 もも肉シンガポール辛タレ 
・ 舞茸とすり身のパン挟み揚げ 信州味噌だれ 
・ 鰆のポアレ 長野県産シードルワインのマスタードソース 
・ 信州アルプス牛のビーフシチューとバターライス 
・ 長野県産スイスチャードのソテー 
・ 長野県産キノコとトリュフのリゾット 
・ 信州米豚の肉だんご 甘酢風味 

カービングサービス 
・ 信州アルプス牛のロースト 

デザート  ・    シャインマスカットのゼリー 
・ モンブラン 
・ フルーツパウンドケーキ 
・ 長野県産卵のなめらかプリン 

 
※ご予約・お問い合わせ： 公式サイトまたは 03-6388-8745 （レストラン予約直通） 
※表示料金には税金・サービス料が含まれます。 
※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。 
※画像はイメージです。 
 
 

また、オールデイダイニング「セリーズ」では2022年12月30日（金）までヒルトンのゲスト・ロイヤルティ・プログラム「ヒルトン・オナー

ズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用いただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様も利用するこ

とができる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋地域で運営するレストランやバーでのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割

引が含まれます。特典の詳細はこちらをご参照ください。この機会にぜひ「ヒルトン・オナーズ」にご登録いただき、特典をご利用く

ださい。 
 
 

### 
 

 

【ヒルトン・クリーンステイ対策】 
・ 館内に自動消毒スプレーを複数個所設置し、お客様には来館時、手指消毒と検温、マスクの着用をお願いしています。 

・ 十分な距離を保った空間をご用意しています。 

・  テーブルや椅子、公共スペースの頻繁な清掃を行っています。 

・ チームメンバー（スタッフ）は手洗い・うがい、アルコール消毒剤の使用、マスクの着用を徹底しています。 

 

コンラッド東京について 

銀座からほど近い汐留に位置し、浜離宮恩賜庭園、レインボーブリッジ、東京湾のパノラマビューを見渡す、和のモダンデザインがコンセ
プトのコンラッド東京。スタンダードルームでも都内最大級の48㎡を誇る広々とした291の客室、活気溢れる4つのレストランとバー＆
ラウンジ、最新鋭の設備を備える大・中・小の宴会施設、スパ、プール、フィットネスが備わった、1400㎡の面積を有する「水月スパ
＆フィットネス」などの充実した施設を擁しています。『ミシュランガイド東京』をはじめ、『コンデナスト・トラベラー“ゴールド・リスト”』や、
『トリップ・アドバイザー“トップ25ホテルズ”』など国内外で常にトップの評価を獲得し続けています。コンラッド東京に関する詳細は
conradtokyo.jpをご覧ください。また、フェイスブックwww.facebook.com/conradtokyoやツイッター
www.twitter.com/conradtokyo、インスタグラムwww.instagram.com/conrad_tokyoでも情報を配信しています。 

 

 

 

https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/lunchbuffet/cerise-2209
https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/
https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/
https://hiltonhotels.jp/apac-fandb_ja_jp/#dinning
https://hiltonhotels.jp/apac-fandb_ja_jp/#dinning
https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/
https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/
http://www.facebook.com/conradtokyo
http://www.twitter.com/conradtokyo
http://www.instagram.com/conrad_tokyo


 
 
 

 
 
コンラッド・ホテルズ＆リゾーツについて 

ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンの 1ブランドとして、世界 5大陸に 40軒以上のホテルを展開しているコンラ
ッド・ホテルズ&リゾーツは、コンテンポラリーなデザインや先進的なイノベーション、キュレーションアートで、新しいことに挑戦する世
界中のお客様の感性を刺激します。またコンラッドでは、ローカルや世界の文化に触れながら、お客様に満足いただけるサービス
を体験することができます。コンラッド・ホテルズ＆リゾーツのご予約は、公式サイト（https://conrad.hiltonhotels.jp/）または業界
をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公認予約チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員に
は、すぐに利用できる特典をご用意しています。 

最新の情報はこちらをご覧ください。
newsroom.hilton.com/conradhotels, www.facebook.com/conradhotels, www.instagram.com/conradhotels, www.

twitter.com/conradhotels. 
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https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8
https://hiltonhotels.jp/hhonors
https://newsroom.hilton.com/conradhotels
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