
Menu Listing
HANEDA / NARITA

特別重はご出発の 10日-48 時間前までご注文を承ります。

Premium Selection Menu can be ordered before 10days – 48hours of original departure time.



日本を代表するホテル The Okura Tokyo。数々の賓

客をもてなした「日本料理 山里」の総料理長 澤内恭

により、プライベートジェットにご搭乗なさるお客

様のためだけに、特別のお重をご用意致しました。

和牛の照り焼き、伊勢海老のマリネ、鮑の旨煮、たら

ば蟹、サーモンの竜田揚げ等、30種類以上の最高の

食材を最高の仕事で仕上げ、二段重にてご提供いた

します。

「日本料理 山里」の調理場より作り立てを、1日限定

10 個にて、17 時から翌朝 5時までの羽田、成田から

ご出発のフライトに合わせてご用意致します。

Japanese cuisine Yamazato at The Okura Tokyo is one of the 
prestigious restaurant where many national guests were 
entertained. Grand Chef Mr. Tadashi Sawauchi presents 
in-f l ight meal box exclusively designed for pr ivate jet 
customers.
The menu consists of Teriyaki wagyu-beef, marinated 
Japanese lobster, braised abalone, King crab, whitish deep 
fried salmon, and so on.  The meal is visually enticing and 
tastefully prepared from more than 30 kinds of fresh premium 
ingredients and cooked by the best chef and served in a double 
deck box meaning layers of celebration. 
In-flight meal is directly catered from Yamazato kitchen for 
flights departing after 17:00 hours to 05:00 hours  from Haneda 
or Narita.  The order is limited to 10 boxes per day.

The Okura Tokyo ｜ 日本料理 山里 飛翔

山里特別重  飛翔 ーひしょうー
Yamazato's exclusively customized double deck meal box 
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The Okura Tokyo の特別重【飛翔】をさらにお楽しみいただくために、2つのセットをご用意しております。

Two HIT SHOW package meals including one of a kind original recipe are available.

特別重飛翔に食用の金箔を振りかけながら食する、

目にも煌びやかな最高級のセットです。

SHOGUN is a visually 
ent ic ing premium set  
meal featuring sprinkle of 
gold leaf flakes.

◉ 特別二段重【飛翔】　1箱
◉ 山里親方推薦の季節の日本酒　1本
◉ 金沢箔一の食用金箔　1本
◉ 静岡の最高級玉露日本茶 　1本

　《ワイングラスに注ぎ、華やかな香りをお楽しみいただきます》
◉ ロイヤルビチェリン　1箱 

　《G20 大阪　G７伊勢志摩の両サミットにおいて提供された

　「バーチ・ディ・ダーマ」を金箔で包んでご提供します》
◉ トレジャーボックス　飛翔1～4個につき1箱《Dianduia と Celealino40 粒入り》
◉ テーブルフラワー花魁　1つ

◉ HIT SHOW　1 Double deck Box
◉ Seasonal selection of premium Japanese Sake  1Bottle
◉ Edible gold leaf flakes from Hakuichi Kanazawa  1Piece
◉ Best quality gyokuro green tea from Shizuoka served in wine glass.  

1Bottle
◉ Bachi di dama by Royal Bicerin covered with gold leaf flakes.
　Bachi di dama is served at G20 Osaka and G7 Ise-Shima summit. 1 Box
◉ One Dianduia and Celealino chocolate treasure box (40 pieces) per 1~4 

Hit Show
◉ Table flower arrangement - OIRAN 

SHOGUN
将軍

特別重飛翔をすっきりとした酒と、エキゾチック

な燻製紅茶といただく間違いない組み合わせの

セットです。

SAMURAI is a luxurious set meal featuring　aromatic 
smoked tea and selected Japanese sake.

◉ 特別二段重【飛翔】　1箱
◉ 日本酒　1本
◉ 侍箸　1膳
◉  IBUKI Tea　1 本

　《紅茶をヒノキでスモークした、エキゾチックでスパイシーな香気が広がる独

特の燻製茶》
◉ ビチェリンシグネチャーボックス　飛翔 1～ 2個につき 1箱 

　《職人が一つ一つ丁寧に刻印をしたプレミアムスカイ限定のフィナンシェ と、

　『貴婦人のキス』という意味のイタリアの焼き菓子  『バーチディダーマ』 との

贅沢な詰め合わせ》
◉ 袋入りチョコレート 　1袋　《Dianduia 5 粒入り》
◉ テーブルフラワー舞妓　1つ

◉ HIT SHOW 1 Double deck Box
◉ Selected Japanese Sake  1bottle 
◉ Samurai  chopsticks are provided. 1set
◉ IBUKI Tea.
　Exotic and spicy aromatic tea smoked with Japanese cypress. 1Bottle
◉ Bicerin signature box. 
　Combination of financier exclusively designed and imprinted for Premium 
　Sky and Baci di dama, Italian cookies meaning lady's kisses. 1Box per 

1~2 Hit Show
◉ Dianduia chocolate (5 pieces)
◉ Table flower arrangement - MAIKO

【オリジナルの出発時刻を基準としてそれ以前】
48h ‒ 12h：受注可能な場合に限り 30％の追加料金を頂戴いたします。
【オリジナルの出発時刻を基準としてそれ以前】
48h-24h：50％の取消し料を頂戴いたします。 ／ 24h-0h：100％の取消し料を頂戴いたします。

【In case of order between 48-12 hours before original departure time】
Acceptance of orders will be advised after confirmed from The Okura Tokyo.
It will be charged additional 30% after confirmation.
【Cancellation of order before original departure time】
48h-24h：It will be charged 50% ／ 24h-0h：It will be charged 100%

SAMURAI
侍
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1763 年にイタリアのトリノで創業し、世界のセレブリティ

を魅了し続けるイタリアの伝説のカフェBicerin より、2019

年 G20 大阪、2016 年 G7 伊勢志摩　両サミットにおいて、

各国首脳への提供するために選ばれたスペシャリテである

「バーチ・ディ・ダーマ」、を日本の食材と融合させ、金箔で

包んだ黒ゴマ、伊勢神宮で皇室向けに奉納されている抹茶

のほか、エスプレッソとアーモンドのフレーバーを宮内庁

御用達漆器山田平安堂の気品のある箱に詰め合わせまし

た。特別機のみでお召し上がりいただける、フィナンシェ、

チョコレートを添え、お店では買えないお菓子をセットに

いたしました。

Bicerin, the legendary café established in Torino, Italy in 1763 
continues to fascinate celebrities in the world. Baci di dama was 
selected as a gift at G20 Osaka and G7 Ise-Shima Summit and 
presented to national leaders.  Baci di dama or Lady's kisses 
originating in the northwest region of Italy now collaborates with 
Japanese ingredients such as black sesame with gold leaf flakes, 
premium maccha tea, espresso and almond flavor and packed in 
an elegant lacquerware box of Yamada Heiando, the official 
manufacturer for imperial household. Please enjoy combination of 
financer and chocolates, exclusively designed one and only sweets 
is included.

Bicerin
Exclusively Assorted

機内限定ビチェリンセット

参議議院・防衛省の生花制作やロイヤルコペンハーゲン社

の催事装花を担当を経て、現在は財務省・外務省の生花制作

を担当するフラワーデザイナーによるアレンジまたは花束。

プレミアムスカイ株式会社　Premium sky Co.,Ltd
Copyright © Premium sky All Rights Reserved.

Ronsdale Garden flower arrangement adds a touch of elegance on 
your meal table and creates chic atmosphere.

Ronsdale Garden
ロンズデールガーデン

《PS21》

《PS31》


