
                                           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. 

 
紅梅 
Koubai 

 
 

本日の先付 

冷製パンプキンココナッツスープ 

 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  
Pumpkin and coconut cold soup 

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￥11,000 Japanese Premium Beef 
                                   特選黒毛和牛￥14,000 Japanese Superior Beef  

                                      ブランド牛￥20,000 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. 

                             

                             若紫 
Wakmurasaki 

 
本日の先付 

 
冷製パンプキンココナッツスープ 

 
真鯛、帆立貝、スカンピのアクアパッツア仕立て 

 
 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 

Pumpkin and coconuts cold soup 
Sautéed sea bream, scallop and scampi aqua pazza style 

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￥13,000 Japanese Premium Beef 

                               特選黒毛和牛￥16,000 Japanese Superior Beef 

                                                      ブランド牛￥22,000 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. 

 
                                                                          藤袴 

 Fujibakama  

 本日の先付 

冷製パンプキンココナッツスープ 

フォアグラソテーと焼き茄子、スィートバルサミコソース 

真鯛のポワレ、パンチェッタとカラマタオリーブのソース、コーンガレット添え 

 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  
  Pumpkin and coconuts cold soup  

Sautéed foie gras and eggplant with sweet balsamic sauce  
Sautéed sea bream with corn galette pancetta olive sauce     

 Genji green salad 
 

Japanese premium beef fillet 80g or sirloin 140g 
 

  Sautéed vegetables 
 

Fried garlic rice or steamed rice with miso soup and pickles   
                                              Dessert of the day 
 

       黒毛和牛￥16,000 Japanese Premium Beef 

                               特選黒毛和牛￥19,000 Japanese Superior Beef 

          ブランド牛￥25,000 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 

冷製パンプキンココナッツスープ 

 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  

 Pumpkin and coconut cold soup   
 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. 

 
 海鮮スペシャルコース「伊勢」 

Seafood special course “Ise” 
 

造り三種盛り 

冷製パンプキンココナッツスープ 
 

車海老・帆立貝・ずわい蟹 
 

真鯛のポワレ、パンチェッタとカラマタオリーブのソース、コーンガレット添え 
 

                                源氏グリーンサラダ 
 

活イセエビ (活鮑に変更 プラス￥3,000) 
 

 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”  

 Pumpkin and coconuts cold soup  
 Sautéed “Kuruma” prawn, scallops and crab  

 Sautéed sea bream with corn galette and pancetta olive sauce     
 Genji green salad  

   Whole fresh Ise lobster (up grade to whole fresh abalone for 3,000 yen)  
  Crispy fried garlic rice or steamed rice with miso soup and pickles 

                                             Dessert of the day 

 

                                   ￥21,000 



  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. 

 
ブランド牛スペシャルコース「花宴」 

Hana-no-en 
 

造り三種盛り 
 

冷製パンプキンココナッツスープ 
 

 活イセエビ (活鮑に変更 プラス￥3,000) 
 

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 
 

野菜のソテー 
 

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 
 

Assorted “Sashimi”  
 Pumpkin and coconuts cold soup  

Whole fresh Ise lobster (up grade to whole fresh abalone for 3,000 yen)  
                                           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 

 

                                 ￥28,000 
    

※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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