
 

【先 付】 桃と生ハムの白掛け 

      枝豆 唐もろこし 川海老唐揚 長ひじき 

 

【向 付】 季節の鮮魚造り盛り合わせ あしらい彩々 

 

【温 物】 帆立真丈
ほ た て し ん じ ょ う

と無花果
い ち じ く

の揚げ出汁 

      さらし葱 紅葉卸し 胡麻出汁 

 

【焼 物】 鮎塩焼き 

      ほおずき玉子 雷胡瓜 カリフラワーあちゃら漬 蓼酢
た で す

 

 

【揚 物】 鱧カツレツ 

      茄子 ズッキーニ トマトとケールのソース 

 

【食 事】 茗荷そば 卸し けずり ばらのり 葱 山葵 

 

【水果子】 季節の実 コーヒー 

＊食材によるアレルギーや食事制限のあるお客様は、係にお申し付けください 

＊食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます 

＊写真はイメージでございます 

2日前までのご予約制とさせていただきます 

 慶弔会席 6,000円（消費税込） 



彩
いろどり

 御膳 4,290円（消費税込） 

一の膳 
【酒 菜】・自家製塩辛 う玉 長芋 針柚子 
      ・桃白掛け 川海老 長ひじき 
      ・鱧寿司 雷干胡瓜 
  
【向 付】 季節の鮮魚造り盛り合わせ あしらい彩々  
 
 

二の膳  

【温 物】 無花果
い ち じ く

と生ハムの揚げ出し 
      さらし葱 紅葉卸し 胡麻出汁 
 
【焼 物】  鮎一夜干し 
      ほおずき玉子 カリフラワーあちゃら漬 

      枝豆塩ゆで 蓼酢
た で す

 
 
【食 事】 唐もろこし御飯 印元 
 
【香の物】 べったら漬 白瓜 オクラ浅漬  
 
【味噌椀】 野田の味噌仕立て 丸十 玉葱 葱 粉山椒 
 
 

三の膳 
【水果子】 季節の実  
       コーヒー 

ランチは、2日前までのご予約制とさせていただきます 

＊食材によるアレルギーや食事制限のあるお客様は、係にお申し付けください 

＊食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます 

＊写真はイメージでございます 



華
は な

 御膳 
3,520円（消費税込） 

【向 付】 季節の鮮魚造り盛り合わせ あしらい彩々  

 
【温 物】 無花果

い ち じ く

と生ハムの揚げ出し 

      さらし葱 紅葉卸し 胡麻出汁 

 

【焼 物】  鮎一夜干し 

      ほおずき玉子 カリフラワーあちゃら漬 

      枝豆塩ゆで 蓼酢
た で す

 

 

【食 事】 唐もろこし御飯 印元 

 

【香の物】 べったら漬 白瓜 オクラ浅漬  

 

【味噌椀】 野田の味噌仕立て 丸十 玉葱 葱 粉山椒 

 
【水果子】 季節の実 コーヒー 

＊食材によるアレルギーや食事制限のあるお客様は係にお申し付けください 

＊食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます 

＊写真はイメージでございます 



【おかず菜彩】・鱧寿司 雷干胡瓜 

       ・自家製塩辛 針柚子 

       ・無花果
い ち じ く

白掛け 花穂 

       ・ほうずき玉子 カリフラワーあちゃら漬 枝豆塩ゆで 

        ・帆立真丈オランダ 獅子唐 レモン 

        ・鯵フライ トマトとケールのソース 
  

【煮 鉢】  茄子とズッキーニ揚煮 茗荷 鯖節 葱 生姜卸し 
 

【温 物】  だし巻玉子 しらす入り 染卸し  

              

【食 事】  唐もろこし御飯 印元 
 

【香の物】  べったら漬 白瓜 オクラ浅漬  
 

【味噌椀】  野田の味噌仕立て 丸十 玉葱 葱 粉山椒 
        

       コーヒー     

2,750円（消費税込） 菜彩 
さ い さ い

御膳 

＊食材によるアレルギーや食事制限のあるお客様は、係にお申し付けください 

＊食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます 

＊写真はイメージでございます 



1,760円（消費税込） 

天婦羅御膳 

刺身御膳 
1,980円（消費税込） 

お造り盛り合わせ 

小鉢 

香の物   

留椀    

コーヒー 

＊食材によるアレルギーや食事制限のあるお客様は、係にお申し付けください 

＊食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます 

＊写真はおイメージでございます 

710円（消費税込） 

■天婦羅盛り合わせ   1,830円（消費税込） 

1,630円（消費税込） 

一品料理 
■海老フライ   

■お造り盛り合わせ   

天婦羅盛り合わせ 

小鉢 

香の物   

留椀  

コーヒー 



洋食セット  
2,200円（消費税込） 

1,840円（消費税込） 
帝国ホテル特製ビーフカレーセット 

カレーライス 

サラダ 

スープ 

コーヒー 

お子様プレート  

海老フライ、ミニハンバーグ、スープ、サラダ、ジュース付き 

1,530円（消費税込） 

 帝国ホテル特製ビーフカレー(単品)          

1,000円（消費税込） 

ハンバーグ 

海老フライ 

ライス 

サラダ 

スープ 

コーヒー 

＊食材によるアレルギーや食事制限のあるお客様は、係にお申し付けください 

＊食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます 

＊写真はイメージでございます 



『びすとろ菜』今月のデザート 

■ こだわり旨味の和プリン    600円（消費税込） 

こだわりの卵は、免疫力をアップさせるビタミンＤ

と、老化防止効果のあるビタミンＥが通常の5倍も含

まれる卵黄だけを使ったこだわりの和プリン。 

オリジナルの黒蜜をかけていただくと旨味がアップ。 

びすとろスイーツはクセになる味。 

■ 冷菓三種盛り         500円（消費税込） 

三種類の味が少しずつ 

楽しめる氷果子盛り合わせ。 

お味はスタッフにお尋ねください。 

■ ブルーベリーの大福とトマトのシャーベット 
  レモンチーズケーキ・フルーツ彩々          

                700円（消費税込） 

※お食事と一緒にご注文の場合は 表示の価格より100円引きでご利用いただけます。 

ボリューム満点のブルーベリー大福 

さっぱり味のトマトシャーベット 

トマトの蜜煮が最高のコラボレーション！ 

しっかりとしたニューヨークスタイルの 

チーズケーキは甘さ控えめでレモン風味。 

柏産のあま～いブルーベリーを飾って 

カラフルな夏デザート。 

スタッフのいちおしです！ 



※その他ドリンクメニューもございます。詳細は係までお申し付けください。 
※料金は全て消費税込です。 

750円  

600円  

620円  

620円  

620円  

710円  

620円  

620円  

770円  

   ■生ビール 

 

   ■グラスワイン 

 

   ■ノンアルコールビール 

 

   ■コーヒー 

 

   ■紅茶 

 

   ■オレンジジュース 

 

   ■シャーリーテンプル 

 

   ■ジンジャーエール 

 

   ■コカコーラ 

お飲物 
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