
＊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 6,600円（消費税込） 

【先 付】 蛤と山独活の鉄火味噌和合  

      あじさい葱 近江蒟蒻 花弁百合根 
 

【向 付】 季節の鮮魚造り盛り合わせ あしらい彩々 

【温 物】 海老と筍の黄味醬油掛け 葉玉葱 生姜煮  

 

【焼 物】 真鯛炭火焼き 

      新じゃがおやき 蕪漬 蕗 プチベール そのべ農園の苺のソース 
 

【揚 物】 桜海老と芹のかき揚 蛍烏賊のしそ揚 

      こごみ のびる 蓬 抹茶塩 レモン 
 

【食 事】 釜焚き御飯 おかず 火取明太子 キャラ蕗 

【香の物】 盛り合わせ 

【留 椀】 浅利の味噌汁 寸葱 粉山椒 

【水果子】 季節の実 コーヒ 



＊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 

5日前までのご予約制とさせていただきます 

慶弔会席～竹～ 8,500円（消費税込） 

【先 付】蛤と山独活の鉄火味噌和合  

     あじさい葱 近江蒟蒻 花弁百合根 
 

【向 付】季節の鮮魚造り盛り合わせ あしらい彩々 

【温 物】海老と筍の黄味醬油掛け 葉玉葱 生姜煮  

 

【冷 菜】生野菜サラダ フレンチドレッシング 

【肉料理】国産牛フィレ肉炭火焼き 

     あしらい そのべ農園の苺のソース 赤ワイン味噌ソース 
 

【食 事】釜焚き御飯 明太子 柏香菜醤 旨味玉子 

【香の物】盛り合わせ 

【留 椀】浅利の味噌汁 寸葱 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 

5日前までのご予約制とさせていただきます 

慶弔会席～松～ 11,000円（消費税込） 

【先付二種】・蛤と山独活の鉄火味噌和合 独活の芽 花弁百合根 

      ・赤海老湯霜と筍の黄味醤油掛け 葉玉葱 生姜煮 
 

【向 付】 季節の鮮魚造り盛り合わせ あしらい彩々 

【焼 物】 甘鯛炭火焼き 
      新じゃがおやき 蕪漬 プチベール そのべ農園の苺のソース 
 

【揚 物】 車海老と春野菜の天婦羅 抹茶塩 レモン  
 

【台の物】 牛タン赤ワイン味噌煮込み 
      温野菜 百合根ペースト クレソン 
 
 

【食 事】 天然小鯛釜焚き御飯 浅月 酢立 みじん生姜 

 

【香の物】 盛り合わせ 
       

【留 椀】 浅利の味噌汁 寸葱 粉山椒 

 
【水果子】 季節の実 コーヒー 



彩
いろどり

 御膳 4,290円（消費税込） 

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 

一の膳 

【酒 菜】・蛍烏賊釜上げ あじさい葱と近江蒟蒻鉄火味噌 花弁百合根 

      ・柏産蕪の甘酢漬 蕗 トレビス 桜海老 

      ・葉玉葱と海老の湯霜 生姜煮 黄味醤油 

【向 付】 季節の鮮魚造り盛り合わせ あしらい彩々 

 

二の膳 

【煮 物】 筍と若芽の煮物 

      鱈子玉子寄せ 一味  
 

【焼 物】 サーモン春きゃべつ焼 新じゃがおやき こごみ天 胡麻卸し 

【食 事】 筍御飯 薄揚 

【香の物】 胡瓜漬 かつお梅 キャラ蕗 

【味噌椀】 浅利の味噌汁 寸葱 粉山椒 

 

三の膳 

【水果子】 季節の実  

      コーヒー 



華
は な

 御膳 
3,520円（消費税込） 

＊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 

【向 付】 季節の鮮魚造り盛り合わせ あしらい彩々 

【煮 物】 筍と若芽の煮物 

      鱈子玉子寄せ 一味  
 
 

【焼 物】 サーモン春きゃべつ焼 

      新じゃがおやき こごみ天 胡麻卸し 
  
 

【食 事】 筍御飯 薄揚 

【香の物】 胡瓜漬 かつお梅 キャラ蕗 

【味噌椀】 浅利の味噌汁 寸葱 粉山椒 

【水果子】 季節の実 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 

【おかず菜彩】・あじさい葱と近江蒟蒻の鉄火味噌 花弁百合根 

        ・筍と蛍烏賊の田楽 

        ・鱈子玉子寄せ 一味 

        ・葉玉葱と若芽の生姜煮 黄味醤油 

        ・柏産蕪の甘酢漬 蕗 トレビス 桜海老 

        ・新じゃが春きゃべつ焼 獅子唐 

【小 鉢】  鮪のばくだん 胡瓜 沢庵 納豆 温玉 刻み海苔 

【揚 物】  鶏唐揚 鯵なめろう揚 胡麻卸し 

【食 事】  筍御飯 薄揚 

【香の物】  胡瓜漬 かつお梅 キャラ蕗 

【味噌椀】  浅利の味噌汁 寸葱 粉山椒 

       コーヒー 

 



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。 

■ 蓬麩小倉サンドと苺あめ 
  桜餅のアイス 豆乳クリーム         

                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。 

丁寧に焚いた優しい甘さの小倉あんをモチモチの 

蓬麩でサンド。 

甘酸っぱい苺あめは、一口で食べてしまうのが 

もったいないおいしさ！ 

桜餅のアイスとカスタード風の濃厚豆乳クリームも 

大満足な春をイメージしたデザートです。 



※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 



・柏はじめIPA ジャパン・グレートビア・アワード 2019 金賞。 

　
Alc 6.5%  ４種のホップのブレンドによる豊かな香りと

 麦芽のうま味が一体となった芳醇なビール。

 
330ml  ¥1,100

・柏太陽のエール ジャパン・グレートビア・アワード 2021 金賞。 

Alc 6.5% ホップのフルーティーでトロピカルな香りを
存分 に味わえる、苦味が少なくジューシーな
ヘイジー ペールエール。女性にもお勧めです。

330ml  ¥1,100

 

・手賀沼ポーター

Alc 　5% コーヒーやダークチョコの様な香りを感じながら、
後味はスッキリな黒ビールです。

330ml  ¥1,100

 

 

表示料金は消費税（10%）を含んでおります。

びすとろ菜　おすすめクラフトビール

◆こまいぬブルワリー　柏ビール◆



鶴齢 （新潟県） 純米吟醸

 

1合 ¥1,400

ボトル ¥5,600

紀土（和歌山県） 純米吟醸

1合 ¥990

 ボトル ¥4,200

日高見 秋あがり（宮城県） 純米

1合 ¥1,320
 

ボトル ¥5,400

表示料金は消費税（10%）を含んでおります。

びすとろ菜　おすすめ地酒

◆日本酒◆

米本来の味を重視しながらも、軽くソフトに仕上げた飲み飽きしない

お酒です。

穏やかな香りと優しいふくらみある旨味が調和された1本です。

「紀州の風土」という意味から「紀土」と名付けられた銘柄。

蔵では地元の農家と協力しながら自社で原料米を栽培しており、

紀州・和歌山の風土を情熱を持って伝えたいという思いで造られた

お酒です。 低温発酵由来の清々しい果実香があり、柔らかで滑らかな

舌触りのお酒です。

コク深い趣ながらも決して重たくならず、軽快で爽やかな

余韻が実に心地よく漂います。 アルコールを感じさせない

滑らかな舌あたりと、ふわっと消えていく後味は杯が進みます。



白鷹 極上（兵庫県） 純米大吟醸

 

1合 ¥1,800

ボトル ¥8,600

みむろ杉（奈良県） 純米吟醸

1合 ¥1,540

 ボトル ¥5,500

七田 夏純　一回火入れ（佐賀県） 純米

1合 ¥1,320
 

ボトル ¥5,390

表示料金は消費税（10%）を含んでおります。

◆日本酒◆

果実のような華やかな香りとふくよかさ、スッキリとした喉ごしで

澄んだ味わい。

白鷹は 、全国数ある酒蔵の中よりただ一つ、この神宮御料酒に選ばれ、

以来一日も欠かすことなく献上をつづけ、神宮の神々に供えられていま

す。

奈良県でも有数のオリジナル酒造好適米「露葉風」を使用。

水に恵まれた土地柄から生み出される澄んだ軟水の伏流水は、

みむろ杉の特徴であるフレッシュでやわらかな口当たりの根幹を

支えています。

雑味が少なくふっくらと香り豊かな味わいが特徴の

酒米「出羽燦々（さんさん）」で造られ、原酒のうま味、

酸味をしっかりとパワーアップして醸し出した純米酒を

アルコール度数１４度台に加水調整した。

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ZNHIN53d&id=1B4585F50C641A16E0305C2D40C059EBE21C398F&thid=OIP.ZNHIN53d9vXiIDQ4DdVUXQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fimage1.shopserve.jp%2fmashidaya.co.jp%2fpic-labo%2fllimg%2fmimuro_JG_yamada_hi1800ml_300.png%3ft%3d20160708212814&exph=300&expw=300&q=%e3%81%bf%e3%82%80%e3%82%8d%e6%9d%89%e7%b4%94%e7%b1%b3%e5%90%9f%e9%86%b8%e5%b1%b1%e7%94%b0%e9%8c%a6+720ml&simid=608055395369756134&FORM=IRPRST&ck=99F27B746DEBBC7CADE7010E456AACA7&selectedIndex=202


羽根屋 「煌火」（富山県）純米吟醸 生原酒

 

1合 ¥1,890

ボトル ¥6,450

伯楽星（宮城県）

1合 ¥1,790

 ボトル ¥8,900

醸し人九平次（愛知県）

1合 ¥1,400
 

ボトル ¥8,000

表示料金は消費税（10%）を含んでおります。

純米大吟醸

純米大吟醸

◆日本酒◆

煌びやかな花火をイメージし、立山水系の伏流水で仕込む香りに

富んだ華やかな味わい。

自社培養した高香気少酸性酵母を使い、煌びやかな香りと程よい

甘味と旨味が加わり、口の中に一瞬の輝き、大輪の花を咲かせます。

マスカットを思わせる香味とパインのような爽やかな酸味が余韻を

引き締めます。 吟醸香や甘味に頼らない食中大吟醸です。

料理との相性を第一に考えた知らず知らず盃を重ねてしまう。

「食事が主役で酒が脇役」そんなお酒です。

南国果実を思わせる吟醸香と、山田錦の旨味が広がりまろやかな

甘さがあり、バランスのとれた旨口。女性のファンも多く、パリの

有名三ツ星シェフにも認められ、日本酒の底知れぬ魅力を伝えた逸品

です。

パリ三ツ星レストランでも取り扱っており日本では逆輸入で有名に

なりました。



久保田 千寿（新潟県）

 

1合 ¥1,020

ボトル ¥4,580

八海山（新潟県）

1合 ¥1,220

 ボトル ¥4,580

手取川 吉田蔵（石川県）

1合 ¥1,430
 

ボトル ¥5,000

純米吟醸

表示料金は消費税（10%）を含んでおります。

◆日本酒◆

特別本醸造

吟醸 

口当たりはやわらかく、ドライな飲み口を楽しめます。冷やすと

ほどよい酸味とキレを、常温になると酸味がたち、旨味の余韻を

感じられます。燗酒にも適した吟醸酒であり、さっぱりとした

料理はもちろん、バターやマヨネーズなどを使ったコクのある

料理ともお楽しみいただけます。

醸造アルコールの使用量を白米の10%以下にし、淡麗辛口でバランスの

取れた味わい。冷でよし、燗でよしの、八海山を代表するお酒です。

燗をつけたときのほのかな麹の香りもまた、このお酒の楽しみの一つ

といえます。

キレがよくスッキリとしたのど越しに、爽やかな吟醸香との

バランスが絶妙。

食中酒として活躍してくれる純米吟醸です。

入手困難、今だけの希少な吟醸酒。



海援隊 エクセレント35（高知県）　米焼酎

 

グラス ¥770

ボトル ¥5,980

ダバダ火振（高知県） 栗焼酎 　

グラス ¥770

 ボトル ¥5,980

富乃宝山　（鹿児島県） 芋焼酎 　

グラス ¥770
 

ボトル ¥5,600

表示料金は消費税（10%）を含んでおります。

びすとろ菜　おすすめ地酒

◆焼酎◆

軽やかでシャープな酸と旨み、「紀土」らしい口当たりの

やさしさが特徴です。

夏を乗り切るのではなく、夏と楽しく付き合う酒を目指しました。

焼きナス、焼き魚など、夏の食材と合わせてお楽しみ下さい。

栗の香りを封じ込めるよう低温でゆっくり蒸留した焼酎。

柔らかな栗の香りとまろやかな甘みが口の中で広がります。

地元でも手に入りにくいプレミア焼酎です。

吟醸酒のような華やかでフルーティーな柑橘系の香りとキレ

のよい口当たりが特長。

かつての焼酎ブームの火付け役となった銘酒であり、多くの方に

愛されるロックで飲むのがおすすめの焼酎です。


	a5128c52a994425edbef7e37a63873b0ba7406aec7a770ed62198adecfc0a368.pdf
	fc6b36a2762ae8f30e703369ed6b3fc2bc1d683169a6fb9634c72d0a45d26bd4.pdf
	4582b14110035340bbf7a0afce298896e4c3b07fa07c4f9c275b5271f5db5bb3.pdf
	d7003fffb43054ae89565ece891bf8b7e9893e0ef60184ddcf2a80f9d03f63e3.pdf
	048932b6ac533a8ded04234cb43dfd3816fc125aa65707373f38005d2c934748.pdf
	ac3523e9a3eea8a4845d4cf2730ee1c2a763a9f15a8ea62765d9d45c5baaf544.pdf
	a93c593f0ea39fcaf6c9e36440a5c169fc398f6cb21dd9ad55db77cd453f783e.pdf
	029bdd4066341e3d46d63e91b0e3d55a02e82ed392a5290835e80d2a8e2ab721.pdf
	369fa924e6df5d2c3f2ecdc2e602913660c10d463ff737775535c63f3d06b108.pdf
	261bb9fd7cac2651d3b788d75c0e938d81e6f128a87f89b9778d0f5bce4b7a4c.pdf
	3ecf6865ea3a701e3176b3df20563fa01dcfe84c5fb425a1edaf72a696852796.pdf
	9af2be93c6992554ebcd09962e8b91811bf379762ed5943316d6edfd80292aa6.pdf
	0d6e1e75eb4dce7be3bd5a7c2ae893cdc1b2bf9ac34f53a817eff328f17b4060.pdf
	298ea739e1013a1ba5d618464d94b311355798aa45db7139b6cfcd8288f64d02.pdf
	e3cb4b0f9bb8f1eb367913d457631800ed0d23c590e7d244a5222268170dfcee.pdf
	3cc3a1d71ee8a0ffd9cdacc606a73d42c045d3e5e0e239912d9b152838d86449.pdf
	1c7fb2320dfa0cbaacb892cc733edeacd6c9e913cb9ea4e3efdbc8904ed32be8.pdf
	a7c93e57776a8cbf7a8c9dcaf14ad028d52f174e40dcb6ccf72c82ee2a1db922.pdf
	6ac0197d4312fa849bebc2090077e2044215a33f0b93057b42a8aa4b7887849e.pdf





	298ea739e1013a1ba5d618464d94b311355798aa45db7139b6cfcd8288f64d02.pdf
	f54affd9004ace3ef855385b1e945908a95a8ca191a89c1a7673c3a1a728df8d.pdf
	9e43132739a21b37a88915b4feab52e86cd3bc21c69c8009e898b0c2e104e67f.pdf
	f5d573ec1716d285475e712f76104ae4cccce0a93b5f678eaf400fbe33d49f71.pdf

	9e43132739a21b37a88915b4feab52e86cd3bc21c69c8009e898b0c2e104e67f.pdf
	2895e4dc49b8d4b233ca2549f9ec109cbdaa580364df6fa7e6ebce56389478a5.pdf

	9e43132739a21b37a88915b4feab52e86cd3bc21c69c8009e898b0c2e104e67f.pdf
	25383d421824424843b84d32fbdaa58d173d78e23288bd03046ae1ab16e8cea7.pdf

	b43fbfb50451f467f1c99d781fa627f09df9ef2f4efe6e1bca7b7d4483730e6b.pdf
	9e43132739a21b37a88915b4feab52e86cd3bc21c69c8009e898b0c2e104e67f.pdf
	b1b565ce357e72625e29442fcdc185cb573bc9a1e3240d3c936a2ac332db20e8.pdf

	9e43132739a21b37a88915b4feab52e86cd3bc21c69c8009e898b0c2e104e67f.pdf
	f69093a811c18858a144796c526ff053f179baa96f7b7ef7d2c722ba54ec84ac.pdf




	0d6e1e75eb4dce7be3bd5a7c2ae893cdc1b2bf9ac34f53a817eff328f17b4060.pdf
	298ea739e1013a1ba5d618464d94b311355798aa45db7139b6cfcd8288f64d02.pdf
	298ea739e1013a1ba5d618464d94b311355798aa45db7139b6cfcd8288f64d02.pdf



	3ecf6865ea3a701e3176b3df20563fa01dcfe84c5fb425a1edaf72a696852796.pdf

	261bb9fd7cac2651d3b788d75c0e938d81e6f128a87f89b9778d0f5bce4b7a4c.pdf

	369fa924e6df5d2c3f2ecdc2e602913660c10d463ff737775535c63f3d06b108.pdf
	369fa924e6df5d2c3f2ecdc2e602913660c10d463ff737775535c63f3d06b108.pdf

	029bdd4066341e3d46d63e91b0e3d55a02e82ed392a5290835e80d2a8e2ab721.pdf

	a93c593f0ea39fcaf6c9e36440a5c169fc398f6cb21dd9ad55db77cd453f783e.pdf


	d19f11c556ca197c9bf6265186e85799645ed17ad8df322433d5a889e6cd4378.pdf
	a5128c52a994425edbef7e37a63873b0ba7406aec7a770ed62198adecfc0a368.pdf

