
近江屋喜兵衛

日本三大和牛の一つでもある近江牛の
芳醇な香りと脂質の口溶けの良さをお楽しみください

＋２２０円でドリンクセットご利用頂けます
（又はミニあんみつ）

御造り 小鉢 茶碗蒸し 汁物

喜兵衛御膳

近江牛炙り2枚 ３,５００円
近江牛炙り3枚 ４,０００円

※すべて税込み表示となります。

近江贅沢御膳

しゃぶしゃぶ又はすき鍋より
お選びいただけます。

御予約制(前日まで)となっております。

５,０００円

＋２２０円でドリンクセットご利用頂けます

近江牛炙り御膳（2枚） ３,０００円
近江牛炙り御膳（3枚） ３,５００円

炙り焼き御膳

小鉢 茶碗蒸し 汁物

写真は喜兵衛御膳になります

近江牛使用

き へ い ご ぜ ん

近江牛使用



華籠御膳
華
籠
御
膳

HANAKAGO

【籠盛膳】
カニ菊花しぼり
南京アーモンド

彩り豆腐 海老 青味

柿餅
小鉢
その他

【お造り】

本日のお造り

【鍋物】
きのこ鍋

【蒸し物】
茶碗蒸し

【食事】
ご飯 汁物

¥２,５００（税込）
デザート ドリンク付き



カキフライ御膳

ご飯 小鉢 茶碗蒸し 汁物 ドリンク付き

¥１,８７０（税込）

海老と白身魚のソテー

(白ワインソース＆燻製醤油)

ライス サラダ 汁物 ドリンク付き

￥１,７６０（税込）

国産牛ビーフシチュー

ライス サラダ スープ ドリンク付き

¥１,９８０（税込）

ランチドリンクは右ページよりお選び下さい

L u n c h M e n u （11時30分〜14時まで）

食後にちょこっとデザートいかがでしょうか？

ミニデザート付き＋２２０円



週替わりランチメニュー
１日１５食限定

８月３０日～９月４日

カレーうどん
いなり サラダ 天麩羅

９月６日～１１日

煮込みハンバーグホイル包み
ライス サラダ スープ

９月１３日～１８日

海鮮陶板蒸し
ご飯 茶碗蒸し 小鉢 汁物

９月２０日～２５日

焼肉丼
茶碗蒸し 小鉢 汁物

９月２７日～１０月２日

サーモンソテー
ライス サラダ アミューズ スープ

¥１,５４０（税込）

ランチドリンク付き
下記よりお選び下さい

珈琲/ホット・アイス

紅茶/ホット・アイス
烏龍茶/ホット・アイス
オレンジジュース
ジンジャーエール

コーラ

食後にちょこっとデザートいかがでしょうか？
ミニデザート付き ＋２２０円

＋２２０円デザートセット
（本日のミニあんみつ）
いかがでしょうか？？



週替わりランチメニュー
1日１５食限定

１０月４日～９日

きのこ鍋
ご飯 茶碗蒸し 炒め物 汁物

１０月１１日～１６日

鶏肉のクリーム煮
ライス サラダ アミューズ スープ

１０月１８日～２３日

秋の味覚 香酢炒め
ご飯 茶碗蒸し 春巻き 汁物

１０月２５日～３０日

帆立とサーモンのグラタン
ピラフ サラダ 小鉢 スープ

¥１,５４０（税込）

ランチドリンク付き
下記よりお選び下さい

珈琲/ホット・アイス
紅茶/ホット・アイス
烏龍茶/ホット・アイス
オレンジジュース
ジンジャーエール

コーラ

食後にちょこっとデザートいかがでしょうか？
ミニデザート付き ＋２２０円

＋２２０円デザートセット
（本日のミニあんみつ）
いかがでしょうか？？
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