
御品書 旬の食材をふんだんに使い一品一品丁寧に作り上げました。

ミニ季節会席 ～華～

HANA/ 華

Seasonal Appetizer,Soup-type Appetizer,Sashimi,
Grilled Dish,Boiled foods,Japanese steamed egg custard,

Soup,rice,pickles,Dessert & coffee

3,980

小盘、清汤、生鱼片、烧烤品、蒸蛋、餐食、甜点、咖啡

先付・季節のお吸い物椀・旬魚お造り・焼物・茶碗蒸し
食事・デザート・コーヒー

秋の ～彩～ お楽しみ御膳

IRODORI / 彩　９ 種

Assorted 9 or 12 Kinds of side dish,Cold Soba Noodles,
Soup&Rice with Boiled Whitebait,pickles,Dessert & coffee

2,500

时令家常菜 9种 或 12种、冷荞麦面、餐食、甜点、咖啡

季節のおばんざい ９ 種 又は 12種・冷やかけ蕎麦
湘南しらす山椒御飯・香の物・お椀・デザート・コーヒー

3,00012 種

デザートは別紙の 5 種類からお選びいただけます
You can choose from 5 types of desserts on the attached sheet 

您可以在附页上选择5种甜点

表示価格はサービス料、税込価格です。写真はイメージです。  
Service charge included. Prices in parentheses include tax. Image is for illustration purposes. 包含服务费、这是价格含税、图片仅供参考

お子様弁当 ～牛若～ CHILD SET

おにぎり・海老フライ・唐揚げ・フライドポテト・サラダ
ミニハンバーグ・たこウインナー・アイスクリーム

970
10歳までとさせて
いただきます。
Under 10age



Menu 菜单

小盘、生鱼片、八寸、和牛寿喜烧锅、餐食、甜点、咖啡

デザートは別紙の 5 種類からお選びいただけます。 
You can choose from 5 types of desserts on the attached sheet    您可以在附页上选择5种甜点

表示価格はサービス料、税込価格です。写真はイメージです。  
Service charge included. Prices in parentheses include tax. Image is for illustration purposes. 包含服务费、这是价格含税、图片仅供参考

地魚のお造りと
旬菜天婦羅の御膳

Assorted Three Kinds of Sashimi, Tempra,
Mini size soba,Soup & Rice with Boiled Whitebait,pickles

小鉢・地魚のお造り三種・季節の天婦羅
ミニ十割蕎麦・湘南しらす山椒御飯・赤出汁・香の物

2,180

小钵、生鱼片、天妇罗、蒸蛋、餐食、附迷你蕎麥麵

しらすのかき揚げと大海老、

旬菜天婦羅の冷たい十割蕎麦

Soba noodles and bonito broth with Tempura 

1,680

天婦羅與蕎麥麵; 吻仔魚炸菜蔬、大蝦、時令蔬菜天婦羅、荞麦麵

しゃぶしゃぶ御膳

3,850

すき鍋御膳（写真）

神奈川県産 やまゆり牛サーロイン

先付・お造り二種・すき鍋 又は しゃぶしゃぶ
御飯・赤出汁・香の物・デザート・コーヒー

Set meal of Lightly-boiled Thin Sliced Japanese-beef in Hot Soup

Set meal of Japanese-beef Sukiyaki Hot Pot

各

Seasonal Appetizer,2 kind of  Sashimi,Assorted side dish,
sliced Japanese-beef,Soup&rice,pickles,Dessert & coffee

YUKINOSITA/ 雪ノ下

【大盛り+160】

雪ノ下



夜からの御品書

季節会席

旬を楽しむ季節会席 ～雅～（写真） MIYABI/ 雅

Seasonal Appetizer,Soup-type Appetizer,3kind of Sashimi,
Grilled Dish,Boiled foods,Soup,rice,pickles,Dessert & coffee

5,900

小盘、开胃菜、清汤、生鱼片、烧烤品、煮菜、餐食、甜点、咖啡

先付・季節の前菜五種盛合せ・季節のお吸い物椀・旬魚お造り三種・焼物・季節の煮物
食事・デザート・コーヒー

旬を楽しむ季節会席 ～鶴～ TSURU/ 鶴

Seasonal Appetizer,Soup-type Appetizer,3kind of Sashimi,Hayama beef steak with Grilled Vegetables,
Boiled foods,Deep fries,Soup,Rice Cooked with Seasonal Ingredients,pickles,Dessert & coffee

8,800

小盘、开胃菜、清汤、生鱼片、烤牛排和蔬菜、煮菜、油炸品、餐食、甜点、咖啡

鎌倉海老・季節の前菜五種盛合せ・季節のお吸い物椀・旬魚お造り三種　
葉山牛ステーキ焼き鎌倉野菜添え・季節の煮物・旬の揚げ物盛合せ　
自家製土鍋炊き込みご飯・赤出汁・香の物・デザート・コーヒー

デザートは別紙の 5 種類からお選びいただけます。 
You can choose from 5 types of desserts on the attached sheet    您可以在附页上选择5种甜点

表示価格はサービス料、税込価格です。写真はイメージです。  
Service charge included. Prices in parentheses include tax. Image is for illustration purposes. 包含服务费、这是价格含税、图片仅供参考



Dinner menu 晚餐菜单

生鱼片、日本牛、应季蔬菜、乌冬面、甜点、咖啡

すき焼き・しゃぶしゃぶ

デザートは別紙の 5 種類からお選びいただけます。 
You can choose from 5 types of desserts on the attached sheet    您可以在附页上选择5种甜点

追加のお肉　

神奈川県産 やまゆり牛サーロイン

しゃぶしゃぶコース

6,000

1,35050ｇ

2 kind of Sashimi,thinly sliced Japanese-beef,Seasonal vegetables,udon,Dessert & coffee

Additional orders of thinly sliced beef　加肉

すき焼きコース（写真）

先付け・お造り二種・すき焼き肉 又は しゃぶしゃぶ肉150ｇ・季節の鍋野菜
うどんまたはご飯・デザート・コーヒー

表示価格はサービス料、税込価格です。写真はイメージです。  
Service charge included. Prices in parentheses include tax. Image is for illustration purposes. 包含服务费、这是价格含税、图片仅供参考

SHABU-SHABU course

SUKIYAKI course

各


