
花鏡御膳
2,640 !八寸　!造り三種盛り　!升盛り四種　!季節ご飯　!吸い物　!デザート

!小鉢　!天麩羅　!とろろ　!十穀ご飯　!吸い物　!香の物1,900
茶そば御膳

表示価格は税込となっております



ねね姫御膳(レディス御膳)
2,420

!天麩羅　!小鉢　!煮物　!ご飯　!吸い物　!香の物　!デザート1,925
天麩羅御膳

表示価格は税込となっております

ランチ
10食限定

●八寸　●焼き物　●十穀ご飯　●吸い物　●香の物　●デザート



!造り　!小鉢　!煮物　!ご飯　!吸い物　!香の物　!デザート1,925
御造り御膳

竹籠太閤膳
!八寸(出汁巻き卵  胡麻麩  変わり揚げ  八幡巻き  枝豆  手長海老  昆布巻き  はじかみ)
!竹盛り(小鉢  お浸し  デザートカップ  にぎり寿司) 　!天麩羅(海老  野菜3点)　!茶碗蒸し　!吸い物

2,640

表示価格は税込となっております

ランチ
限定



!二色うどん　!小鉢　!天麩羅　!煮物　!十穀ご飯　!吸い物　!香の物　!デザート

(温または冷をお選びください)

2,035
うどん御膳

黒毛和牛蒸ししゃぶ膳
!二段重　上段(お造り三種)　下段(炊き合わせ　口取り　油物)
!蒸篭蒸し　ご飯　吸い物　香の物　デザート

4,180

表示価格は税込となっております



2,640
3種の肉すき御膳

!肉三種(国産牛・豚・鶏  各30g ) !小鉢三種 !ご飯 !吸物 !漬物 !玉子
!うどん !デザート

!サラダ !小鉢 !ご飯
!吸い物 !香の物 !デザート

国産牛 3,080 黒毛和牛ロース4,235
すき焼き膳（国産牛/黒毛和牛ロース）

1,155 2,310

表示価格は税込となっております

ランチ
限定



770
お子様御膳

!サラダ　!茶碗蒸し　!煮物　!ご飯　
!吸い物　!香の物　!卸しポン酢　!デザート

黒毛和牛 サイコロステーキ膳 (もも/ロース)
4,620

2,8601,540
3,300

表示価格は税込となっております

!おむすび　!エビフライ　!ポテトフライ　!鶏の唐揚げ　!ポテトサラダ　!デザート



表示価格は税込となっております

※の商品は15分～20分のお時間を頂きます。

アラカルトメニュー

お造り
●三点盛り
   　 　     1,485円
●お造り盛り合せ　松(3～4人前)※
    　     3.520円
●お造り盛り合せ　竹(2～3人前)※ 
    　     2,200円

揚げ物
●天ぷら盛り合わせ       1,650円

肉料理
●黒毛和牛の網焼き（８０ｇ）     1,705円

●黒毛和牛ロースの鉄板焼き（１００ｇ）　

          4,730円

●鯛茶漬け        1,100円

●御飯セット(白飯・汁・香の物)550円

●漬物盛り合わせ    660円

お食事



ドリンクメニュー
表示価格は税込となっております

ビール・チューハイ・ワイン

アサヒ・スーパードライ　

●(中瓶)     682円

●(生中)     737円

●(生小)     528円

●ﾉﾝｱﾙｺｰﾙﾋﾞｰﾙ   528円

●レモンチューハイ   737円

●ゆずチューハイ   737円

●ライムチューハイ   737円

●梅酒     572円   

(水割り・ロック・ソーダ)

●グラスワイン

サンヴァンサン・ルージュ（赤）528円

サンヴァンサン・ブラン（白）  528円

焼酎・その他

ソフトドリンク

●焼酎(麦)     572円

●焼酎(芋)     572円

（水割り・お湯割り・ロック・ソーダ）

●日本酒（白鷹180ml）   627円

(熱燗・常温)

●ウィスキー

（ブラックニッカ）    627円

（水割り・ロック・ソーダ）   627円

●ハイボール     627円

●有馬サイダー     528円

●オレンジ     418円

●カルピス     418円

●ジンジャエール    418円

●コカ・コーラ     418円

●烏龍茶      418円



吟醸酒メニュー

獺祭 純米大吟醸 45
旭酒造（山口県） 720ml

最高の酒米といわれる山田錦を 45%まで磨いて醸した純米大吟醸。
きれいで新鮮な味と柔らかで繊細な香りが絶妙なバランスを
保っています。

会員価格 1,760円　一般価格 5,280円

表示価格は税込となっております

獺祭1杯(約120cc)が、なんと！
会員価格 319円
（一般価格 957 円）

作 ザク純米吟醸 Ｚ（ゼット）
清水清三郎商店（三重県）720ml

2016 年の伊勢志摩サミットでは、三重の日本酒が取り上げられ
ました。各国首脳に様々な場面で紹介された三重の地酒ですが、
その中でも一番有名になったのが、「作（ざく）」です。
純米吟醸の「Ｚ」は華やかで爽やかな香りながら味わいは、
スッキリとしたキレのある味わい。

会員価格 1,650 円　一般価格 4,950 円



『作　ざく』シリーズ

会員価格 2,200 円　一般価格 6,600 円

雅乃智は「やさしさと気品を兼ねそなえた、花
のように純粋で奥行きのある味わい」です。
蔵元では「香り高い純米吟醸酒」と「深い味わ
いを持つ純米吟醸酒」の２種類をブレンドする
ことで、両方の長所を持つ酒質を実現。実に充
実した飲みごたえと満足度をもたらします

三重県鈴鹿　清水清三郎商店

作  雅乃智
純米酒 720ml

『作　ざく』シリーズ

会員価格 2,200 円　一般価格 6,600ｘ円

奏乃智は、精米歩合50％で酵母は協会14号を使用。
香りは貴賓のある綺麗な立ち香。優しい口あたり
と米の甘み、調和の取れた酸を感じます。「作」の
最大の特長である、透明感のある旨みが秀逸です。
世界に認められた美酒で優雅なひと時をお楽しみ
ください。

三重県鈴鹿　清水清三郎商店

作 奏乃智
純米吟醸酒 720ml

『作　ざく』シリーズ

会員価格 1,900 円　一般価格 5,700 円

SAKE COMPETITION2018 純米吟醸部門 1
位『作　恵乃智』の無濾過原酒バージョン！
青林檎を想わせる爽快な香りと味わい。プチ
プチと弾ける極微炭酸が爽やかに旨みを演出。
刻と共に炭酸感は薄れ、それと同時に濃厚な
旨味が現れます。

三重県鈴鹿　清水清三郎商店

作 インプレッション
TypeM 純米吟醸原酒 720ml

『作　ざく』シリーズ

会員価格 1,900 円　一般価格 5,700 円

SAKE COMPETITION2018 純米酒部門２位
　『作　玄乃智』の無濾過原酒バージョン！
落ち着いたバランスの良い酸が特徴の食中酒
にピッタリな『作』。プチプチと弾ける
極微炭酸が爽やかに旨みを演出。刻と共に炭
酸感は薄れ、それと同時に濃厚な旨味が現
れます。

三重県鈴鹿　清水清三郎商店

作 インプレッション
TypeG 純米原酒 720ml

吟醸酒メニュー
表示価格は税込となっております

「瓢箪倶楽部」
ひょうたん

登録無料
キャンペーン
キャンペーン中は

通常¥400の入会金が

太閤の湯

毎月の会員特典、その他お得な
情報をご案内いたします。
お申し込みは、退館時に湯屋番
（フロント）スタッフが承ります。

無料

『作　ざく』シリーズ

会員価格 1900 円　一般価格 5,700 円

SSAKE COMPETITION 純米酒部門１位『作
　穂乃智』の無濾過原酒バージョン！
フルーティーながら落ち着きのある香りとや
や辛口に仕上げられた食中酒にピッタリ。
インプレッションシリーズ特有の微炭酸が心
地よく口中を刺激します。穏やかな香りと爽
やかな甘味としっかりと酸味とコク！

三重県鈴鹿　清水清三郎商店

作 インプレッション
TypeH 純米吟醸原酒 720ml


