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Yamazato’s history spans more than a half century, beginning with the opening of its first location at 
Hotel Okura Tokyo in 1962. Over the years, Yamazato has become highly regarded for its authentic 
Japanese cuisine tailored to international guests. 
 
The first Yamazato restaurant outside Japan opened at Hotel Okura Amsterdam in 1971. 
The widely-loved venue has brought together Japanese and European culture. In 2002, the restaurant 
proudly became the first traditional Japanese fine dining restaurant in Europe to earn a Michelin star. 

Following Amsterdam, additional Yamazato venues have since opened in Shanghai, Macau, Bangkok, 
Taipei and now Manila. To continue bringing Japanese hospitality and cuisine overseas, Yamazato 
plans to unveil more restaurants in new Okura brand properties opening outside Japan.

Yamazato 山里 is the combination of 2 Japanese Kanji characters: “yama” 山 which means mountain 
and “zato” 里 which means village. The mountain village is a classical Japanese landscape that show-
cases the land’s bountiful harvest.
 
True to its namesake, Michelin-recognized Japanese fine dining restaurant Yamazato highlights the 
flavors of seasonal ingredients in all its dishes, using only fresh produce and seafood at its prime.

山里の歴史は1962年にホテルオークラ東京が開業したその場所から始り、半世紀以上にわたって、
国際的なお客様に提供し続けたその本物の和食は、国内外から高く評価されるようになりました。
 
日本国外における最初の山里レストランは、1971年にホテルオークラアムステルダムで開業しました。
その後人々から幅広く愛されてきた山里は、日本とヨーロッパの文化を融合する場となり、2002年には
ミシュランの星を獲得したヨーロッパ最初の和食レストランとなりました。

その後アムステルダムに続き、上海、マカオ、バンコク、台北に展開し、そして今日マニラで開業します。
日本のおもてなしと本物の和食料理を海外で提供し続けるために、山里は日本国外に新たに展開する
ホテルオークラブランドの象徴として、これからも多くの山里を開業していく予定です。

山里の歴史
History of Yamazato

和食堂「山里」名前の由来
Yamazato’s Name Origin



FEATURED TEPPANYAKI MENU
鉄板焼きおすすめメニュー

CHIKUSEN
竹仙

PHP 4,000

Three kinds of assorted seasonal appetizers
本日の前菜三種盛り合わせ

Three kinds of sashimi
刺身三種盛り合わせ

Anago omelet flavored with ponzu radish sauce
煮穴子の鉄板玉子巻き　おろしポン酢を添えて

Australian Wagyu sirloin steak served with three kinds of sauces
オーストラリア産和牛のサーロインステーキ　三種類のソースで

Hamachi and tofu agedashi teppanyaki style
はまちと豆腐の揚げ出し鉄板焼き仕立て

Egg and Japanese pickled fried rice served with red miso soup
広島菜のフライドライス

赤出汁

Sautéed mango with vanilla ice cream
焼マンゴーのバニラアイス　

Prices are in Philippine Peso, inclusive of 12% VAT, subject to 10% service charge and applicable local taxes.

価格はフィリピンペソで表記され、12％の付加価値税が含まれております。別途10％のサービス料ならびに
地方税の市税を申し受けます。

Please inform your server of any special dietary requirements, intolerances and allergies, as our menu items may contain one or more allergens.

食物アレルギーや食事制限、制約等をお持ちのお客様は、予め詳細を従業員へお知らせくださいますようお願い申し上げます。 
使用食材のご説明や、お食事のご提案をさせていただきます。

Prices are subject to change without prior notice.

Some menu ingredients may change according to seasonal availability.  メニューは季節や商品の在庫状況により変更される場合があります。



FEATURED TEPPANYAKI MENU
鉄板焼きおすすめメニュー

SHIRAKAWA
白川

PHP 5,000

Three kinds of assorted seasonal appetizers
本日の前菜三種盛り合わせ

Three kinds of sashimi
刺身三種盛り合わせ

Rare tuna steak with ponzu butter sauce and grated radish
鮪のレアステーキ　ポン酢バターソース

King prawn with vegetables, wasabi mayo sauce
大海老のわさびマヨネーズソース

Australian Wagyu tenderloin saikoro steak served with Yamazato salt and lemon
オーストラリア和牛ヒレ肉のサイコロステーキ　岩塩とレモン

Salmon and lettuce garlic fried rice
サーモンハラスとレタスのガーリックライス

Kombu sea kelp and bonito flakes clear soup
おぼろ昆布のお吸い物

Red bean pancakes and vanilla ice cream
小倉パンケーキ　バニラアイスを添えて

Prices are in Philippine Peso, inclusive of 12% VAT, subject to 10% service charge and applicable local taxes.

価格はフィリピンペソで表記され、12％の付加価値税が含まれております。別途10％のサービス料ならびに
地方税の市税を申し受けます。

Please inform your server of any special dietary requirements, intolerances and allergies, as our menu items may contain one or more allergens.

食物アレルギーや食事制限、制約等をお持ちのお客様は、予め詳細を従業員へお知らせくださいますようお願い申し上げます。 
使用食材のご説明や、お食事のご提案をさせていただきます。

Prices are subject to change without prior notice.

Some menu ingredients may change according to seasonal availability.  メニューは季節や商品の在庫状況により変更される場合があります。



Prices are in Philippine Peso, inclusive of 12% VAT, subject to 10% service charge and applicable local taxes.

価格はフィリピンペソで表記され、12％の付加価値税が含まれております。別途10％のサービス料ならびに
地方税の市税を申し受けます。

Please inform your server of any special dietary requirements, intolerances and allergies, as our menu items may contain one or more allergens.

食物アレルギーや食事制限、制約等をお持ちのお客様は、予め詳細を従業員へお知らせくださいますようお願い申し上げます。 
使用食材のご説明や、お食事のご提案をさせていただきます。

Prices are subject to change without prior notice.

Some menu ingredients may change according to seasonal availability.  メニューは季節や商品の在庫状況により変更される場合があります。

LUNCH SET MENU
鉄板焼きランチ お品書き

The teppanyaki lunch set menu is available from 11:30 AM to 2:00 PM. 
鉄板焼きランチのご注文は11:30から14:00まで承ります。

Teppan Seafood Gozen
鉄板海鮮御膳

2,800

Salad  サラダ 
Onion, cucumber, lettuce, and carrot with soy sauce dressing
刻み野菜（レタス、玉葱、人参、胡瓜）　正油ドレッシング 

Grilled Dish  焼物 
Salmon, white meat fish and black tiger prawn
サーモン、白身魚、海老　
Assorted vegetables  季節の野菜

Rice  御食事 
Japanese steamed rice and miso soup
白ご飯、味噌汁

Dessert  デザート
Special dessert of the day  本日のデザート

Teppan Australian Wagyu Sirloin Gozen  
鉄板オーストラリア和牛サーロイン御膳

2,800

Salad  サラダ 
Onion, cucumber, lettuce, and carrot with soy sauce dressing
刻み野菜（レタス、玉葱、人参、胡瓜）　正油ドレッシング

Grilled Dish  焼物 
Australian Wagyu sirloin (180g)  オーストラリア和牛サーロイン(１80ｇ)
Assorted vegetables  季節の野菜

Rice  御食事 
Japanese steamed rice and miso soup
白ご飯、味噌汁

Dessert  デザート
Special dessert of the day  本日のデザート



Prices are in Philippine Peso, inclusive of 12% VAT, subject to 10% service charge and applicable local taxes.

価格はフィリピンペソで表記され、12％の付加価値税が含まれております。別途10％のサービス料ならびに
地方税の市税を申し受けます。

Please inform your server of any special dietary requirements, intolerances and allergies, as our menu items may contain one or more allergens.

食物アレルギーや食事制限、制約等をお持ちのお客様は、予め詳細を従業員へお知らせくださいますようお願い申し上げます。 
使用食材のご説明や、お食事のご提案をさせていただきます。

Prices are subject to change without prior notice.

Some menu ingredients may change according to seasonal availability.  メニューは季節や商品の在庫状況により変更される場合があります。

Australian Wagyu Tenderloin Lunch Course
オーストラリア和牛テンダーロインランチコース

4,530

Salad  サラダ 
Onion, cucumber, lettuce, and carrot with soy sauce dressing
刻み野菜（レタス、玉葱、人参、胡瓜）　正油ドレッシング

Grilled Dish  焼物 
Salmon and black tiger prawn
サーモン、海老 　
Australian Wagyu tenderloin (100 g)
オーストラリア和牛テンダーロイン　(100ｇ）
Assorted vegetables
季節の野菜

Rice  御食事 
Garlic rice and miso soup
ガーリックライス、味噌汁

Dessert  デザート
Special dessert of the day  
本日のデザート

Australian Wagyu Sirloin Lunch Course
オーストラリア 和牛サーロインランチコース

4,530

Salad  サラダ 
Onion, cucumber, lettuce, and carrot with soy sauce dressing
刻み野菜（レタス、玉葱、人参、胡瓜）　正油ドレッシング 

Grilled Dish  焼物 
Salmon and black tiger prawn
サーモン、海老 　
Australian Wagyu sirloin (140 g)
オーストラリア和牛サーロイン（１40ｇ）
Assorted vegetables
季節の野菜

Rice  御食事 
Garlic rice and miso soup
ガーリックライス、味噌汁

Dessert  デザート
Special dessert of the day  
本日のデザート



Prices are in Philippine Peso, inclusive of 12% VAT, subject to 10% service charge and applicable local taxes.

価格はフィリピンペソで表記され、12％の付加価値税が含まれております。別途10％のサービス料ならびに
地方税の市税を申し受けます。

Please inform your server of any special dietary requirements, intolerances and allergies, as our menu items may contain one or more allergens.

食物アレルギーや食事制限、制約等をお持ちのお客様は、予め詳細を従業員へお知らせくださいますようお願い申し上げます。 
使用食材のご説明や、お食事のご提案をさせていただきます。

Prices are subject to change without prior notice.

Some menu ingredients may change according to seasonal availability.  メニューは季節や商品の在庫状況により変更される場合があります。

Wagyu Tenderloin Lunch Course
和牛テンダーロインランチコース

6,390

Salad  サラダ 
Onion, cucumber, lettuce, and carrot with soy sauce dressing
刻み野菜（レタス、玉葱、人参、胡瓜）　正油ドレッシング 

Grilled Dish  焼物 
Salmon and black tiger prawn
サーモン、海老 　
Wagyu tenderloin (100 g)
和牛テンダーロイン　(100ｇ）
Assorted vegetables
季節の野菜

Rice  御食事 
Garlic rice and miso soup
ガーリックライス、味噌汁

Dessert  デザート
Special dessert of the day  
本日のデザート

Wagyu Sirloin Lunch Course
和牛サーロインランチコース

6,390

Salad  サラダ 
Onion, cucumber, lettuce, and carrot with soy sauce dressing
刻み野菜（レタス、玉葱、人参、胡瓜）　正油ドレッシング 

Grilled Dish  焼物 
Salmon and black tiger prawn
サーモン、海老 　
Wagyu sirloin (140 g)
和牛サーロイン（１40ｇ）
Assorted vegetables
季節の野菜

Rice  御食事 
Garlic rice and miso soup
ガーリックライス、味噌汁

Dessert  デザート
Special dessert of the day  
本日のデザート



Prices are in Philippine Peso, inclusive of 12% VAT, subject to 10% service charge and applicable local taxes.

価格はフィリピンペソで表記され、12％の付加価値税が含まれております。別途10％のサービス料ならびに
地方税の市税を申し受けます。

Please inform your server of any special dietary requirements, intolerances and allergies, as our menu items may contain one or more allergens.

食物アレルギーや食事制限、制約等をお持ちのお客様は、予め詳細を従業員へお知らせくださいますようお願い申し上げます。 
使用食材のご説明や、お食事のご提案をさせていただきます。

Prices are subject to change without prior notice.

Some menu ingredients may change according to seasonal availability.  メニューは季節や商品の在庫状況により変更される場合があります。

DINNER TEPPANYAKI MENU
鉄板焼き　夜のお品書き

The dinner kaiseki menu is available from 6:00 PM to 9:00 PM. 
鉄板焼きコース及び会席のご注文は18:00から21:00まで承ります。

Seafood Kaiseki
海鮮会席

5,550

Appetizer  前菜 
Three kinds of assorted seasonal appetizers
季節の前菜三種盛

Sashimi  御造り 
Three kinds of assorted sashimi 
鮮魚三点盛

Grilled Dish  焼物 
Five kinds of seasonal seafood
季節の海鮮五点盛り
Assorted vegetables  
季節の野菜

Rice  御食事 
Garlic rice and miso soup
ガーリックライス、味噌汁

Dessert  デザート
Special dessert of the day  
本日のデザート



Prices are in Philippine Peso, inclusive of 12% VAT, subject to 10% service charge and applicable local taxes.

価格はフィリピンペソで表記され、12％の付加価値税が含まれております。別途10％のサービス料ならびに
地方税の市税を申し受けます。

Please inform your server of any special dietary requirements, intolerances and allergies, as our menu items may contain one or more allergens.

食物アレルギーや食事制限、制約等をお持ちのお客様は、予め詳細を従業員へお知らせくださいますようお願い申し上げます。 
使用食材のご説明や、お食事のご提案をさせていただきます。

Prices are subject to change without prior notice.

Some menu ingredients may change according to seasonal availability.  メニューは季節や商品の在庫状況により変更される場合があります。

Australian Wagyu Sirloin Kaiseki 
オーストラリア和牛サーロイン会席

5,000

Appetizer  前菜 
Three kinds of assorted seasonal appetizers
季節の前菜三種盛

Sashimi  御造り 
Three kinds of assorted sashimi 
鮮魚三点盛

Grilled Dish  焼物 
Three kinds of seasonal seafood
季節の海鮮三点盛り
Australian Wagyu sirloin (140g)
オーストラリア和牛サーロイン（１40ｇ）
Assorted vegetables  
季節の野菜

Rice  御食事 
Garlic rice and miso soup
ガーリックライス、味噌汁

Dessert  デザート
Special dessert of the day  
本日のデザート



Prices are in Philippine Peso, inclusive of 12% VAT, subject to 10% service charge and applicable local taxes.

価格はフィリピンペソで表記され、12％の付加価値税が含まれております。別途10％のサービス料ならびに
地方税の市税を申し受けます。

Please inform your server of any special dietary requirements, intolerances and allergies, as our menu items may contain one or more allergens.

食物アレルギーや食事制限、制約等をお持ちのお客様は、予め詳細を従業員へお知らせくださいますようお願い申し上げます。 
使用食材のご説明や、お食事のご提案をさせていただきます。

Prices are subject to change without prior notice.

Some menu ingredients may change according to seasonal availability.  メニューは季節や商品の在庫状況により変更される場合があります。

Australian Wagyu Tenderloin Kaiseki 
オーストラリア和牛テンダーロイン会席

5,000

Appetizer  前菜 
Three kinds of assorted seasonal appetizers
季節の前菜三種盛

Sashimi  御造り 
Three kinds of assorted sashimi 
鮮魚三点盛

Grilled Dish  焼物 
Three kinds of seasonal seafood
季節の海鮮三点盛り
Australian Wagyu tenderloin (100g)  
オーストラリア和牛テンダーロイン（１00ｇ）
Assorted vegetables  
季節の野菜

Rice  御食事 
Garlic rice and miso soup
ガーリックライス、味噌汁

Dessert  デザート
Special dessert of the day  
本日のデザート



Prices are in Philippine Peso, inclusive of 12% VAT, subject to 10% service charge and applicable local taxes.

価格はフィリピンペソで表記され、12％の付加価値税が含まれております。別途10％のサービス料ならびに
地方税の市税を申し受けます。

Please inform your server of any special dietary requirements, intolerances and allergies, as our menu items may contain one or more allergens.

食物アレルギーや食事制限、制約等をお持ちのお客様は、予め詳細を従業員へお知らせくださいますようお願い申し上げます。 
使用食材のご説明や、お食事のご提案をさせていただきます。

Prices are subject to change without prior notice.

Some menu ingredients may change according to seasonal availability.  メニューは季節や商品の在庫状況により変更される場合があります。

Wagyu Sirloin Kaiseki
鉄板和牛サーロイン会席

7,800

Appetizer  前菜 
Three kinds of assorted seasonal appetizers
季節の前菜三種盛

Sashimi  御造り 
Three kinds of assorted sashimi 
鮮魚三点盛

Grilled Dish  焼物 
Three kinds of seasonal seafood
季節の海鮮三点盛り
Wagyu sirloin (140g)
和牛サーロイン（１４0ｇ）
Assorted vegetables  
季節の野菜

Rice  御食事 
Garlic rice and miso soup
ガーリックライス、味噌汁

Dessert  デザート
Special dessert of the day  
本日のデザート



Prices are in Philippine Peso, inclusive of 12% VAT, subject to 10% service charge and applicable local taxes.

価格はフィリピンペソで表記され、12％の付加価値税が含まれております。別途10％のサービス料ならびに
地方税の市税を申し受けます。

Please inform your server of any special dietary requirements, intolerances and allergies, as our menu items may contain one or more allergens.

食物アレルギーや食事制限、制約等をお持ちのお客様は、予め詳細を従業員へお知らせくださいますようお願い申し上げます。 
使用食材のご説明や、お食事のご提案をさせていただきます。

Prices are subject to change without prior notice.

Some menu ingredients may change according to seasonal availability.  メニューは季節や商品の在庫状況により変更される場合があります。

Wagyu Tenderloin Kaiseki
鉄板和牛テンダーロイン会席

7,800

Appetizer  前菜 
Three kinds of assorted seasonal appetizers
季節の前菜三種盛

Sashimi  御造り 
Three kinds of assorted sashimi 
鮮魚三点盛

Grilled Dish  焼物 
Three kinds of seasonal seafood
季節の海鮮三点盛り
Wagyu tenderloin (100 g)
和牛テンダーロイン（１00ｇ）
Assorted vegetables  
季節の野菜

Rice  御食事 
Garlic rice and miso soup
ガーリックライス、味噌汁

Dessert  デザート
Special dessert of the day  
本日のデザート


