
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



お飲物お品書き
《 ビール 》

●アサヒ生ビール(中ジョッキ)・・・・・ 750円

●アサヒ生ビール(小ジョッキ)・・・・・ 450円

●アサヒスーパードライ（中瓶）・・・ 770円

●アサヒドライゼロ ・・・・・・・・・・・・ 600円
（ノンアルコールビール）

《 ソフトドリンク 》
●ウーロン茶・・・・・・・・・・・・ 420円

●コカ・コーラ・・・・・・・・・・・・ 420円

●ジンジャエール・・・・・・・・・ 420円

●カルピス・・・・・・・・・・・・・・ 420円
●オレンジ・・・・・・・・・・・・・・ 420円

●有馬サイダー・・・・・・・・・・・・ 500円
●神戸メリケンサイダー・・・・・・・ 500円

《 おすすめ吟醸酒 》

全ての価格は消費税込み表⽰となり
ます。

《 クラフトビール 》

●六甲ビールベイエール・・・・・・・・ 720円

ブラウンエール・・・・・ 720円

※各330ML瓶

《 日本酒・焼酎・ワイン 》

●日本酒「白鷹」(常温・熱燗)・・・・ 630円

●冷酒「白雪」300ML・・・・・・・・・・・ 790円

●焼酎「金黒」 (芋)・・・・・・・・・・・・ 580円

● 「一番札」(麦）・・・・・・・・・・・・ 580円

●梅酒（ロック・炭酸割）・・・・・・・ 580円

●ウィスキー（水割・ロック・炭酸割） 650円

※ 「BLACKNIKKA」

●グラスワイン(赤/白) ・・・・・・・・・・ 530円

●チューハイ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・640円
(レモン・ライム・柚子・巨峰・青りんご・ウーロン)

獺祭（だっさい） 純米大吟醸45
四合瓶(720ml)
会員価格 2,200円
一般価格 4,400円

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。

獺祭（だっさい） 純米大吟醸45
スパークリング 四合瓶(720ml) 
会員価格 2,640円
一般価格 4,900円

純⽶⼤吟醸だからこその
華やかな⾹り、⼭⽥錦だ
からこその⽶の⽢み、瓶
内⼆次発酵だからこその
炭酸の爽やかさが特徴。
最後に繊細かつ⾻太の純
⽶⼤吟醸が⾒せる鮮やか
な味の切れと余韻。

旭酒造（山口県）



吟醸酒

全ての価格は消費税込み表⽰となり
ます。

作 インプレッション Type M
純米吟醸原酒 無濾過直汲
四合瓶(720ml)
会員価格 2,200円
一般価格 4,400円
SAKE COMPETITION2018純米吟醸
部門1位『作 恵乃智』の無濾過原酒。

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。

作 神の穂 純米吟醸
四合瓶(750ml)
会員価格 2,530円
一般価格 4,950円

作 雅乃智 純⽶吟醸
四合瓶(720ml)
会員価格 2,420円
一般価格 4,600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

作 ひやおろし 純米吟醸
四合瓶(720ml)
会員価格 2,530円
一般価格 4,950円
ひと夏熟成させた『秋の酒 ひやおろし』が限定入荷

です。今年は純米吟醸バージョンで造られていま
す！夏を越して穏やかになった酸、どこか涼やかで
落ち着いた味わいが特徴です

年に数度しかリリースされない『純

米吟醸シリーズ』。今回は三重県の
酒米「神の穂」で登場！！「神の
穂」ならではの柔らかなお米由来の

旨味をジューシーな酸で引き締め
ています。杏仁豆腐やつきたての
お餅を想わす香りの中に柑橘果実

の様な華やかな印象を持った穏や
かな吟醸香。滑らかな旨味をお愉し
み頂ける仕上がりです！

紀土 純米吟醸 ひやおろし
四合瓶(750ml) 
平和酒造株式会社（和歌山県）
会員価格 1,650円
一般価格 3,700円

作 山田錦 純米吟醸
四合瓶(750ml)
会員価格 2,530円
一般価格 4,950円

【☆期間限定 秋のひやおろし☆】

年に数度しかリリースされない

『米違い純米吟醸シリーズ』。
酒米の王様として有名な「山田錦」
バージョンで登場！！純米吟醸規格

の『山田錦』としてはかなり久々の
リリースとなります！『山田錦』
ならではのコクのある華やかな

味わいをお愉しみ下い。

【清水正三郎商店 三重県】

香りは抑えめに、ふくよかで含らみ

のある味わいから、後味は綺麗で
キレのあるお酒に仕上がりました。
土瓶蒸しや秋刀魚、太刀魚の塩

焼き、カツオのタタキなど相性抜
群です。




