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シドニー・オペラハウス（ヤラムンディ・ルームス） 

＜会場概要＞  

オーストラリアのランドマーク、オペラハウス。20 世紀を代表する近代建築は、2007 年 

に世界文化遺産に登録されました。 

こちらのパーティー案でご案内する「ヤラムンディ」という会場は、2019 年に完成した、 

新しくモダンなオペラハウス施設内のイベント会場です。 

会場は美しいシドニー湾に面しており、ディナーの際は窓の外に煌びやかな夜景をご覧 

いただけます。 

室内の家具には、デンマークの高名なインテリアデザイナーによるテーブルや椅子を揃え

ており、落ち着いた大人の雰囲気。 

最大 180 名収容可能な三日月型の会場は、3 つに分割することが出来、少人数で

の利用も可能です。 

ディナーはもちろん、会議やランチパーティー、カクテルパーティーなどにもいかがでしょうか。 

＜収容人数チャート（最大）＞ 

会場名 着席 BQT 形式

（コース） 

立食カクテル

形式 

シアター形式 会議（ボード

ルーム）形式 

Yallamundi Rooms

（下記 3 部屋合計） 

180 名 400 名 200 名 126 名 

West Room 60 名 100 名 80 名 54 名 

Central Room 60 名 100 名 75 名 54 名 

East Room 50 名 80 名 60 名 40 名 

※大きめのステージ設営が必要な場合は、最大着席人数が 150 名となります。 
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Entrée 

King oyster mushroom, duxelles, polenta, quail egg, parmesan crisp (gf, v)* 

Crispy kataifi king prawn, fennel, edamame, kim chi mayo (df) 

Seared scallops, daikon, cauliflower cous cous, chicken skin, caper & raisin puree (df, 

gf) 

Hiramasa kingfish “pastrami”, fennel, crème fraîche, finger lime, salt & vinegar kale (gf) 

Smoked rainbow trout, buffalo mozzarella, baby beetroot, wakame salad (gf) 

Smoked ham hock terrine, mustard fruits, heirloom carrot, tarragon mayo, grilled 

focaccia (df) 

Wagyu bresaola, jerusalem artichoke, pickled onion, hazelnut, truffled pecorino (gf) 

*Vegan option available 

Main 

Chickpea panisse, ratatouille, toum, roasted vine tomato (df, gf, vgn) 

Pumpkin mushroom truffle wellington, root vegetables, jus, lemon thyme oil (v) 

Tasmanian salmon, mussels, confit fennel, cucumber, orange reduction (df, gf) 

NZ white cod, pancetta, diamond clams, lemon sabayon, celeriac, red wine jus (df, gf) 

Chicken supreme, sweetcorn puree, mixed mushroom ragu, tarragon oil (df, gf) 

Riverina lamb shoulder, white bean, confit cherry tomato, anchovy & rosemary sauce 

(df, gf) 

Grain fed beef fillet, baked celeriac, baby onion, green peppercorn sauce (gf) 

Confit pork belly, apple & white onion puree, butternut pumpkin, cider jus (gf) 

Dessert 

Almond panna cotta, mandarin gel, meringue, manuka honey, almond praline (gf)* 

Aniseed brulee, strawberry, lemon verbena, glass tuille (gf) 

Whipped almond ganache, lime curd, matcha, yuzu sorbet, candied almond 

Baked orange tart, baby beetroot, rhubarb icecream, cardamom syrup 

Apple crumble, cinnamon & brown sugar ice cream, apple crisp 

Chocolate sponge, banana parfait, caramelised banana, hazelnut praline 

Tea & Coffee 

Double roaster coffee and selection of T2 Teas 

Sides (追加料金にて手配可) 

Panzenella salad, marinated tomato, sourdough, shallot, olives, capers (df, gf, v) 

Seasonal greens, pomegranate, almonds, preserved lemon (df, gf, vgn) 

Japanese pumpkin, horseradish cream (gf, v) 

Roasted potatoes with garlic, rosemary (df, gf, vgn) 

*Vegan option available 

上記メニューは、Chef Karen Martini と Executive Chef Elton Inglis による共同作成です。 

 

 

 

 

＜メニュー（例）＞ ＜フロアプラン＞ 
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