
3,150円
メンバーズ
クラブ会員様黒毛和牛しゃぶ小鍋膳

2種盛　土佐醤油造　り

先　付 きのこ白和え

食　事 炊き込みご飯　赤出汁　香の物

煮　物 海老芋湯葉餡掛　紅葉人参

揚　物 【天ぷら】

海老　鯛　茸　三度豆

仕入れ状況により、メニューを一部変更する場合があります。表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます。画像は全てイメージです。

水菓子

小　鍋 黒毛和牛のしゃぶしゃぶ

薬味　千里酢

ひめこばこ

小 鉢

小 箱  ［造り 口取り 揚物（天ぷら）]

食 事  ご飯 赤出汁 香の物

水菓子

2,500円 2,250円
メンバーズ
クラブ会員様

3,500円

追加できます。
プラス 円500 で  「土瓶蒸し」を

仕入れ状況により、メニューを一部変更する場合があります。表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます。画像は全てイメージです。

5,000円

天ぷら

〈先付・天ぷら1０品・水菓子〉おまかせ天ぷら霞

《天ぷら》 

・ご飯セット（ご飯、赤出汁、香の物） 700円

・造り3種盛り 2,000円

・茶漬け（茶漬け、香の物）800円〜ご一緒に
どうぞ

一品料理

【茶漬け】

【デザート】

・海苔 800円 ・鯛 1,000円 ・かき揚 1,200円

300  〜円天ぷら単品 ● この他にも、旬の食材などご用意しております

蓮根、舞茸、甘長唐辛子 海老、鯛、帆立貝柱、鱧、アスパラ

野菜かき揚、穴子 海老かき揚、黒毛和牛

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・ 300円各

500円各

400円各

各600円

【煮　物】

【蒸し物】 ・茶碗蒸し 800円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【土瓶蒸し】 ・松茸と鱧の土瓶蒸し 2,000円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1,200円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【焼　物】 ・鮭味噌漬焼

・松茸炭火焼 2,500円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・黒毛和牛ロース［A5］石焼 3,500円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・鱧すきしゃぶ 2,500円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【鍋　物】 ・黒毛和牛すきしゃぶ 2,500円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ルイボスティーを使った香りのよい出汁でお召しあがりください

・造り3種盛り 2,000円 ・造り5種盛り 3,500円・・・・・・・ ・・・・・・【造　り】 ・魚薄造り 1,800円・・・・・・・

・車海老 ・松茸 ・鯛 ・銀杏黄金揚

・鮭 ・百合根 ・蟹養老揚 ・海老芋雲丹揚

・車海老 ・きのこ帆立貝柱かき揚

4,500円
メンバーズ
クラブ会員様

【揚　物】 ・天ぷら盛り合わせ 5種 1,500円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（海老1本、魚介1種、野菜3種）

・胡麻豆腐揚げ出汁 900円・・・・・・・・・・・・・・・・・

・かぼちゃアイス モンブラン風 700円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・海老芋湯葉餡掛 900円・・・・・・・・・・・・・・・

・車海老と蝦夷鮑の吹き寄せ田楽 2,000円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017年度 阪急阪神第一ホテルグループ料理コンテスト
日本料理部門グランプリ受賞作品

えぞあわび

香の物付き

仕入れ状況により、メニューを一部変更する場合があります。表記の料金には消費税・サービス料10％が含まれます。画像は全てイメージです。

7,000円会席 楓
かえで

かぼちゃアイスモンブラン風 メロン  柿  ぶどう水菓子

【天ぷら】
車海老  松茸  隠元豆

揚　物

日本料理

【清水仕立】
鱧  松茸  胡麻豆腐  柚子

椀　物

鯛細つくり  煎唐墨

鮪   甘海老   土佐醤油

造　り

先　付 きのこ白和え　秋刀魚奉書寿司

真子和え　吹き寄せ煎餅

炭火焼松茸

あこう若狭焼　長芋卵黄松葉打

焼　物

煮　物 海老芋湯葉餡掛  紅葉人参  菊菜

松茸ご飯   赤出汁   香の物食　事

仕入れ状況により、メニューを一部変更する場合があります。表記の料金には消費税・サービス料10％が含まれます。画像は全てイメージです。

日本料理

会席 華

松茸昆布佃煮御　菜

釜飯  赤出汁  香の物食　事
お好みでルイボスティーをかけ、お茶漬けでお召しあがりください。

【土瓶蒸し】
松茸  鱧   海老   銀杏  三つ葉 酢立

椀替り

かぼちゃアイスモンブラン風　メロン  柿  ぶどう水菓子

【天ぷら】
蟹養老揚　銀杏　隠元豆

揚　物

鮪  烏賊　甘海老   土佐醤油

鯛うすづくり　岩塩  ライム

造　り
いか

きのこ白和え　秋刀魚奉書寿司　鮭長芋とろろ掛　真子和え

合鴨鍬焼  公孫樹玉子　唐墨卵黄松葉打　いくら　吹き寄せ煎餅

前　菜
くわ いちょう

強　肴 【陶板焼】
黒毛和牛  あわび茸  甘長唐辛子

10,000円

えぞあわび

車海老と蝦夷鮑の吹き寄せ田楽

2017年度 阪急阪神第一ホテルグループ
料理コンテスト 日本料理部門
グランプリ受賞作品

えぞあわび

煮　物

車海老と蝦夷鮑の吹き寄せ田楽

2017年度 阪急阪神第一ホテルグループ料理コンテスト
日本料理部門グランプリ受賞作品

仕入れ状況により、メニューを一部変更する場合があります。表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます。画像は全てイメージです

2018年 11月30日（金）まで期間限定：

造　り　鯛うすづくり　岩塩 ライム
　　　　鮪　甘海老　土佐醤油

食　事　松茸ご飯　赤出汁　香の物

温　物　海老芋湯葉餡掛　紅葉人参　青唐

水菓子　かぼちゃアイスモンブラン風

椀替り　【土瓶蒸し】 松茸　鱧　海老  銀杏　三つ葉　酢立

先　付　きのこ白和え　秋刀魚奉書寿司　鮭長芋とろろ掛　真子和え

合鴨鍬焼　公孫樹玉子　吹き寄せ煎餅
くわ いちょう

揚　物  【天ぷら】 伊勢海老（外国産） 松茸

　　　 あわび茸　零余子　隠元豆　天出汁
むかご

《追加メニュー》

1,200プラス 円

松茸すき小鍋
（松茸・黒毛和牛）

茸会席松 ～松茸と伊勢海老の天ぷら～

4,500円
メンバーズ
クラブ会員様5,000円

〈先付〉 
きのこの食感に胡麻を合わせた白和え、炙って香りを出した
秋刀魚を大根の桂むきで包んだ奉書寿司、燻した鮭は
山芋の養老酢で引き立て、合鴨は煮込み焼きにし、蕪を添え
鍬焼きに。彩り豊かな錦秋のひと皿です。

岩塩をライムの果汁で溶かし、鯛を召しあがって
いただきます。酸味と旨みをお楽しみくださいませ。

〈造り〉 鯛うすづくり

茸会席松 ～松茸と伊勢海老の天ぷら～

食べごたえのある伊勢海老は天出汁と塩で。 
天ぷらにすることで香りを閉じ込めた松茸は
かぼす果汁の大根おろしでお召しあがりください。

〈揚物〉  【天ぷら】 伊勢海老(外国産)  松茸

かぼちゃのアイスとフルーツ、栗の甘露煮を添えた
モンブラン風のミニパフェ。 秋の食材を合わせた
デザートをお楽しみください。

〈水菓子〉  かぼちゃアイス モンブラン風

仕入れ状況により、メニューを一部変更する場合があります。 画像は全てイメージです。

〈椀替り〉 土瓶蒸し
松茸と鱧を合わせることでそれぞれの味が引き立ち、
鰹出汁に香りを加えます。 
時季の銀杏と海老の食感もお楽しみください。

〈温物〉 海老芋湯葉餡掛
炊いた海老芋を揚げ、しょうがを加えた湯葉餡でどうぞ。 
身体を温めてくれる一品です。

〈食事〉 松茸ご飯
松茸のほか、数種のきのこで炊いたご飯。出汁の旨みと
きのこの食感をお楽しみください。


