
仕入れによって内容が異なる場合がございます。 
   表示料金に別途税金・サービス料が加算されます。 

Some items will be changed from season to season. 
Prices are subject to applicable tax and service charge. 

八乃宮 
Hachinomiya

本日の先付 

源氏グリーンサラダ 

黒毛和牛サーロイン 140ｇ 

野菜ソテー 

ご飯と赤出し、香の物 

本日のデザート 

Today’s appetizer 

Genji green salad 

Japanese premium beef sirloin 140g 

Sautéed vegetables 

Steamed rice with miso soup and pickles 

Dessert of the day 

黒毛和牛サーロイン￥9,000 Japanese premium beef sirloin 

特選黒毛和牛サーロイン￥12,000 Japanese superior beef sirloin 

ブランド牛サーロイン￥18,000 Branded premium beef sirloin 

※ブランド牛の産地についてはスタッフにお尋ねくださいませ。

Please ask the origin of the branded beef of the day to our staff. 



 仕入れによって内容が異なる場合がございます。 
表示料金に別途税金・サービス料が加算されます。 

 Some items will be changed from season to season. 
  Prices are subject to applicable tax and service charge. 

初音 
Hatsune

本日の先付 

  真鯛のソテー、春野菜と桜海老の取り合わせ 新玉葱のフォンデュを添えて 

 源氏グリーンサラダ 

   黒毛和牛ステーキ フィレ 80ｇ 又は サーロイン 140ｇ 

 野菜のソテー 

ガーリックライス 又は ご飯と赤出し、香の物 

 本日のデザート 

Appetizer of the day 

Sautéed sea bream with spring vegetables, Sakura shrimp and seasonal fresh onion fondue 

Genji green salad 

Japanese premium beef, fillet 80g or sirloin 140g 

Sautéed vegetables 

Crispy fried garlic rice or steamed rice with miso soup and pickles 

Dessert of the day 

黒毛和牛￥12,000 Japanese premium beef

特選黒毛和牛￥15,000 Japanese superior beef

ブランド牛￥21,000 Branded premium beef

※ブランド牛の産地についてはスタッフにお尋ねくださいませ。

Please ask the origin of the branded beef of the day to our staff. 



 仕入れによって内容が異なる場合がございます。 
  表示料金に別途税金・サービス料が加算されます。 

  Some items will be changed from season to season. 
Prices are subject to applicable tax and service charge. 

明石 
Akashi 

本日の先付 

帆立貝と蛍烏賊のソテー グリーンタプナードとアルグラサラダ 

真鯛のポワレ、三重県産真蛸のラグーソース仕立て ホワイトアスパラ添え 

源氏グリーンサラダ 

黒毛和牛ステーキ フィレ 80ｇ 又は サーロイン 140ｇ 

野菜のソテー 

ガーリックライス 又は ご飯と赤出し、香の物 

本日のデザート 

Appetizer of the day 

Sautéed scallop2, firefly squid with green tapenade and arugula salad 

Poêle of seabream, octopus ragout sauce with white asparagus 

Genji green salad 

Japanese premium beef, fillet 80g or sirloin 140g 

Sautéed vegetables 

Crispy fried garlic rice or steamed rice with miso soup and pickles 

Dessert of the day 

黒毛和牛￥15,000 Japanese premium beef

特選黒毛和牛￥18,000 Japanese superior beef

ブランド牛￥24,000 Branded premium beef

※ブランド牛の産地についてはスタッフにお尋ねくださいませ。
Please ask the origin of the branded beef of the day to our staff.



仕入れによって内容が異なる場合がございます。 
表示料金に別途税金・サービス料が加算されます。 

Some items will be changed from season to season. 
Prices are subject to applicable tax and service charge. 

伊勢 
Ise

造り三種盛り 

車海老・帆立貝・ズワイ蟹 

真鯛のソテー、春野菜と桜海老の取り合わせ 新玉葱のフォンデュを添えて 

源氏グリーンサラダ 

活鮑 又は 活イセエビ 

  ガーリックライス 又は ご飯と味噌汁、香の物 

本日のデザート 

3 kinds of sashimi 

Sautéed “Kuruma” prawn, scallops and crab 

Sautéed sea bream with spring vegetables, sakura shrimp and season fresh onion fondue 

Genji green salad 

Whole fresh abalone or whole fresh Ise lobster 

Crispy fried garlic rice or steamed rice with miso soup and pickles 

Dessert of the day 

￥19,000 



 仕入れによって内容が異なる場合がございます。 
  表示料金に別途税金・サービス料が加算されます。 

Some items will be changed from season to season. 
Prices are subject to applicable tax and service charge. 

鉄板焼食べ歩きコース「夢浮橋」 
Yume no Ukihashi 

本日の先付 

フォアグラのソテー、シャドークイーン入りグラタンドフィノワ 赤ワインソースと金柑のピュレ

寿司 5貫  

天麩羅盛り合わせ  

  源氏グリーンサラダ 

黒毛和牛ステーキ フィレ 80ｇ 又は サーロイン 140ｇ 

   野菜ソテー 

ガーリックライス 又は ご飯と赤出し、香の物 

本日のデザート 

 Appetizer of the day 

Sautéed foie gras, gratin dauphinois with red wine sauce sweet kumquat puree 

5 kinds of sushi 

Assorted tempura 

Genji green salad 

  Japanese premium beef, fillet 80g or sirloin 140g 

 Sautéed vegetables 

Crispy fried garlic rice or steamed rice with miso soup and pickles 

Dessert of the day 

黒毛和牛￥21,000 Japanese premium beef

特選黒毛和牛￥24,000 Japanese superior beef

ブランド牛￥30,000 Branded premium beef

※ブランド牛の産地についてはスタッフにお尋ねくださいませ。
Please ask the origin of the branded beef of the day to our staff. 



 仕入れによって内容が異なる場合がございます。 
  表示料金に別途税金・サービス料が加算されます。 
Some items will be changed from season to season. 

Prices are subject to applicable tax and service charge. 

ブランド牛コース「春宮」 
Tougu

本日の先付 

車海老と帆立貝柱のソテー 

源氏グリーンサラダ 

ブランド牛ステーキ フィレ 80ｇ 又は サーロイン 140ｇ 

野菜ソテー 

ガーリックライス 又は ご飯と赤出し、香の物 

本日のデザート 

Today’s appetizer 

Sautéed “Kuruma” prawn and scallops 

Genji green salad 

Branded premium beef fillet 80g or sirloin 140g 

Sautéed vegetables 

Crispy fried garlic rice or steamed rice with miso soup and pickles 

Dessert of the day 

￥18,000 

※ブランド牛の産地についてはスタッフにお尋ねくださいませ。

Please ask the origin of the branded beef of the day to our staff. 



   仕入れによって内容が異なる場合がございます。 
 表示料金に別途税金・サービス料が加算されます。 

  Some items will be changed from season to season. 
Prices are subject to applicable tax and service charge. 

ブランド牛スペシャルコース「朧月夜」 
Oborozukiyo

料理長お勧め本日の先付 

活鮑 又は 活イセエビ 

源氏グリーンサラダ 

ブランド牛ステーキ フィレ 80g 又はサーロイン 140ｇ 

野菜ソテー 

ガーリックライス 又は ご飯と味噌汁、香の物 

本日のデザート 

Appetizer of the day, personally chosen by our chef 

Whole fresh abalone or whole fresh Ise lobster 

Genji green salad 

Branded premium beef fillet 80g or sirloin 140g 

Sautéed vegetables 

Crispy fried garlic rice or steamed rice with miso soup and pickles 

Dessert of the day 

￥26,000 

※ブランド牛の産地についてはスタッフにお尋ねくださいませ。

Please ask the origin of the branded beef of the day to our staff. 



   仕入れによって内容が異なる場合がございます。 
  表示料金に別途税金・サービス料が加算されます。 
 Some items will be changed from season to season. 

   Prices are subject to applicable tax and service charge. 

料理長特選ブランド牛コース 

「光源氏」 
HikaruGenji

お造り盛り合わせ 

活鮑 又は 活イセエビ 

黒毛和牛 牛タンのソテーサラダ仕立て 

本日の茶碗蒸し 

ブランド牛ステーキ フィレ 80g 又はサーロイン 140ｇ 

野菜ソテー 

ガーリックライス 又は ご飯と赤出し、香の物 

本日のデザート 

Assorted ‘’Sashimi’’ 

Whole fresh abalone or whole fresh Ise lobster 

Sautéed premium Japanese beef tongue with green salad 

Today’s savory egg custard 

Branded premium beef fillet 80g or sirloin 140g 

Sautéed vegetables 

Crispy fried garlic rice or steamed rice with miso soup and pickles 

Today’s dessert 

￥32,000 
 

※ブランド牛の産地についてはスタッフにお尋ねくださいませ。

Please ask the origin of the branded beef of the day to our staff. 
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