CHRISTMAS 2017 24 - 25 December
クリスマス

２０１７年年１２⽉月２４⽇日ー２５⽇日

Reservations:
In order to make a reservation for any of our Thanksgiving events you
will need to either send us an e-mail to info@roti.jp or call us at the
restaurant 03-5785-3671 between the hours of 10:00 - 16:00 Monday to
Friday. When making a reservation We will need your full name, a number
of guests, requested seating time and a contact telephone number.
All reservations will be re-confirmed by us by telephone a few days
before the actual date of your booking. If your plans change after you
have made a booking we would request you let us know right away. This
season is a very busy and popular time for us and we would like to keep
our reservation sheets in order to make sure everyone looked after.
サンクスギビングに関する全てのイベントのご予約は、平⽇日⽉月曜⽇日から⾦金金曜⽇日の１０時から１６時までの間に、
e-mail(info@roti.jp)または、お電話(03-5785-3671)にてご連絡をお願い申し上げます。ご予約の際にはお客様の
①フルネーム、②予約⼈人数、③ご希望の時間（シーティング）、④電話番号を必ずお伝え下さい。
全てのご予約に対しまして、当⽇日の数⽇日前にレストランより予約の再確認の電話を致します。またお客様のご予約に変更更が
ある際は、必ず事前にご連絡をお願い申し上げます。サンクスギビングシーズンは、沢⼭山のお問い合わせやご予約を頂きまして、
⼤大変混雑が予想されます。上記の件に関しまして、お客様のご理理解とご協⼒力力をお願い申し上げます。

ROTI ROPPONGI

Sunday 24th Christmas Eve Traditional Buffet
Adults food 4,800 Children 2,800 (under 9 please)
2-hour reservation times are as follows (3 seatings)
12:00 - 14:00 or 16:00 - 18:00 or 19:00 - 21:00
１２⽉月２４⽇日（⽇日）クリスマスイブ・トラディショナル・ブッフェ
⼤大⼈人 ４，８００円 / ⼦子供 ２，８００円 （９歳以下より）
２時間制となります。シーティングは以下よりお選び下さい。
１２時ー１４時 / １６時ー１８時 / １９時ー２１時

A traditional Christmas buffet featuring Carved Roast Turkey with all
the trimmings, Roast Sirloin of Beef & Honey Baked Ham.
Offered with an array of festive salads, appetizers & homemade desserts
Vegetarian options available
伝統的なクリスマスブッフェには、ローストターキーのカービングやローストビーフ、ハニーベイクドハム、
彩り鮮やかなサラダ、アペタイザー、⾃自家製デザートなどをご⽤用意しております。（ベジタリアンの⽅方の対応可。）

Monday 25th Christmas Day Traditional Buffet
Adults food 4,800 Children 2,800 (under 9 please)
2-hour reservation times are as follows (3 seatings)
12:00 - 14:00 or 18:00 - 20:00 or 21:00 - 23:00
１２⽉月２５⽇日（⽉月）クリスマス・トラディショナル・ブッフェ
⼤大⼈人 ４，８００円 / ⼦子供 ２，８００円（９歳以下より）
２時間制となります。シーティングは以下よりお選び下さい。
１２時ー１４時 / １８時ー２０時 / ２１時ー２３時

A traditional Christmas buffet featuring Carved Roast Turkey with all
the trimmings, Roast Sirloin of Beef & Honey Baked Ham.
Offered with an array of festive salads, appetizers & homemade desserts
Vegetarian options available
伝統的なクリスマスブッフェには、ローストターキーのカービングやローストビーフ、ハニーベイクドハム、
彩り鮮やかなサラダ、アペタイザー、⾃自家製デザートなどをご⽤用意しております。（ベジタリアンの⽅方の対応可。）

Take-out Christmas
We will be happy to take your orders for take-out but we do have a limit
(oven space)orders will be confirmed on a first come fist serve basis.
Order Take-Out should be placed by Wednesday 20th December 17:00
Pick-up Sunday 24th or Monday 25th between 15:00 to 17:00
Sorry Delivery is not available during this period.
クリスマス期間のテイクアウトにつきまして。
数量量限定ではありますが、テイクアウトのご注⽂文を承ることができます。期間は１２⽉月２４⽇日（⽇日）または、２５⽇日（⽉月）の
２⽇日間、１５時ー１７時の間のみとさせて頂きます。ご予約の締め切りは、１２⽉月２０⽇日（⽔水）の１７時までとなります。
またこの期間内でのデリバリー（配送）サービスは、⾏行行っておりません。

Take-out Menu
Roasted Whole Turkey Set 24,000
5kg (10-12LBS) American Grade-A Turkey (serves 8-10 persons)
With Sausage, pecan cornbread stuffing, giblet gravy
cranberry persimmon relish
ローストホールターキーセット ２４，０００円
５kg、アメリカングレードAターキー（８−１０⼈人様向け）
ソーセージとピーカンナッツのコーンブレッドスタッフィング、
ジブレットグレービー、クランベリーと柿のレリッシュ

Roasted Whole Chicken Set 5,600
1kg Fresh Japanese Chicken (Serves 2-4 persons)
With Sausage, pecan cornbread stuffing, giblet gravy
cranberry persimmon relish
ローストホールチキンセット ５、６００円
１kg、国産鶏（２−４⼈人様向け）
ソーセージとピーカンナッツのコーンブレッドスタッフィング、
ジブレットグレービー、クランベリーと柿のレリッシュ

