南 アフリカ グルメ＆ワインフェア
〜 エッセンス・オブ・アフリカ 〜

THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA – GOURMET FOOD & WINE PROMOTION

6/5 (Wed) – 9 (Sun), 2013 マーブルラウンジ Marble Lounge (1F)
ヒルトン 東 京 、南 アフリカ 共 和 国と南 アフリカ 政 府 観 光 局 は “ レインボー・ネイション

( 七 色 の 国 民 ) ” 南アフリカの 魅力を食とワインを通してご 紹 介 するフェア『 エッセンス・
オブ・アフリカ 』を「マーブルラウンジ 」のランチブッフェにて開 催 いたします 。期 間中 は
ケープタウンのサザン・サン・カリナンホテルの 総料理長 リンゼー・ヴェン氏 による本場
南アフリカ料理 の 数々、選りすぐりの 南アフリカワイン（別途料金）を躍動感溢 れるアフリ

カンドラムパフォーマンスと共 にお 楽しみいただけます 。南 アフリカの 魅力 がぎっしり
つまった食とワインを日本 に居 ながらにしてご満喫いただけるチャンスをお 見逃しなく！
Hilton Tokyo in conjunction with the Embassy of the Republic of South Africa in Japan and the
South African Tourism and Hospitality Industry will jointly feature a special event, entitled
“The Essence of South Africa” – gourmet and wine promotion at the Marble Lounge during
Lunch buffet. Feast on a wide range of authentic South African dishes, specially prepared by
Mr. Lindsay Venn, Executive Chef of Southern Sun The Cullinan of Cape Town Hotel, while
enjoying the welcoming rhythm of South African drums perform ed by Drum Café.

知 る 人 ぞ 知 るグルメ 大 国 、南 アフリカ
「 クロコダイルのグリル シトラスの 香り ドライクランベリーとクレソンの

サラダ 」や「 クスクス サファリドライドフルーツ＆フレッシュミント」などの
前菜、
「 仔 牛 のレバーデビルオニオンソース 」や 南アフリカの 郷 土 料 理「 ボ

ボティ アプリコットレリッシュ」に 加 え 、南 アフリカ 伝 統 スイーツでシロッ
プなどがコーティングされたドーナッツ「 コエックシスターズ 」や「 シナモ
ンミルクタルト」などなど、見 逃 せない 美味しさを是非フェアで！

Enjoy a variety of authentic South African culinary delights, such as
“Grilled crocodile with citrus segments, dried cranberries and
dressed watercress”, “Dhukha spiced ostrich carpaccio with
Kumquat relish” or the emblematic “Bobotie with apricot relish” and
more. To compliment the culinary delights, a variety of South
African wines will also be offered with an additional charge.

リンゼー・ヴェン

Lindsay Venn

サザン・サン・カリナンホテル
総料理長

Executive Chef
Southern Sun The Cullinan
of Cape Town Hotel

ランチブッフェ Lunch Buffet

11:30am – 2:00pm
お 一 人様 ￥4 , 600 per person ( お 子 様￥2 , 500 per child)
協賛：

ご予約・お問い合わせ | For reservation
ランチブッフェ 03 - 3344 - 5111（マーブルラウンジ） Lunch buffet 03-3344-5111 at Marble Lounge
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