銘柄鶏と和牛串のコース
YAKITORI and Japanese Beef Course
～和牛串と季節の逸品を味わえる料理長おすすめのコース～
小鉢 3 種盛り合わせ
Appetizer of the day

手羽先塩焼き
Grilled chicken wing

うるいと揚げ白魚のサラダ
Deep fried whitefish with Salad

黒毛和牛串焼き 焼き野菜添え
Grilled Japanese beef with Grilled vegetables

葱間塩焼き・笹身塩焼き 山葵添え
Grilled chicken and leek, chicken ｂreast with wasabi

鰆の羽二重焼き
焼き新筍 こごみ 蚕豆
Grilled spanish mackerel

レバータレ焼き・つくねタレ焼き温玉添え
Grilled Liver
Grilled chicken meat ball with soft-boiled egg

親子丼・鶏スープ・香の物
または
とり茶漬け・香の物

OYAKO-DON（Egg and chicken rice bowl), soup and pickles or
TORI-CHAZUKE(Chicken rice bowl with chicken soup), pickles

デザート
Dessert

\8,600

Special price for staying guests
ご宿泊者優待券料金
\8,000
SEIBU PRINCE CLUB 会員

\7,700

※写真はイメージです。仕入の状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
※Photo is image. Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
※当店で使用しているお米の産地情報については、係にお尋ね下さい。
※If you would like to know about the origin of the rice used in this restaurant, please ask a staff member.
※ご宿泊者優待券料金と SEIBU PRINCE CLAB 会員料金は各種割引対象外とさせていただきます。
※Staying guests and SEIBU PURINCE CLUB Membership fees are not eligible for various discounts,
※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（１０％）を加算させていただきます
※Price includes consumption tax, Additional 10% will be added for service charge.

串焼き YAKITORI CHICKEN
(Choice of salted or sweet soy sauce)
手羽先

¥600

Wing

皮

¥500
¥500
¥500
¥550

肝(レバー)
せせり
笹身

¥500

Chicken and leek

笹身

トマト

卸しわさび
梅しそ

長葱

¥550

オクラ

¥440

ズッキーニ

¥440

Chicken Breast with plum and perilla

甘長唐辛子

茗荷（味噌）

長芋（醤油・味噌） ¥440

¥440

¥660

椎茸
Shiitake Mushroom

¥440

アスパラガス
Asparagus

¥440

Sweet green peppers

串焼き，炙り焼き各種 Grilled dishes
つくね

¥550

Chicken meat ball

つくね 温玉添え

¥600

Chicken meat ball with soft-boiled egg

アスパラガス黒豚巻き

¥880

Pork Loin and Asparagus

トマト黒豚巻き

¥880

Pork Loin and Tomato

焼き鳥五種盛り合わせ

Assorted 5 Pieces YAKITORI

\2,600

オクラ黒豚巻き

¥880

Pork Loin and Okura

舞茸黒豚巻き

¥880

Pork Loin and Maitake mushroom

厚切りベーコン
当店で使用しているお米の産地情報については、係にお尋ね下さい。
If you would like to know about the origin of the rice used in this restaurant, please ask a staff member.
仕入の状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（10%）を加算させていただきます。
Price includes consumption tax. Additional 10% will be added for service charge.

¥600

Bacon

焼きカマンベール

¥600

Camembert

黒毛和牛串焼き
Japanese beef

¥440

Yam (Soy sauce or miso flavor)

Zucchini

¥550

¥440

Mioga Ginger with miso

Okura

¥550

エリンギ
Eringi Mushroom

Leek

Chicken Breast with WASABI

¥500

¥440

Tomato

Chicken Neck Meat

Thigh

葱間

¥500

Chicken Liver

Chicken Hip Meat

もも正肉

軟骨(ヤゲン）

銀杏
Gingko Nut

Gristle

Heart

ボンジリ

¥500

砂肝
Chicken Gizzard

Chicken Skin

はつ

焼き野菜 Grilled vegetables

¥1,600

¥660

おすすめ逸品料理 A la carte menu
クイックメニュー Quick menu
1、 自家製柚子大根

¥600

Pickled DAIKON radish

2、 自家製白菜漬け

¥600
¥600

¥1,350

18、 焼きおにぎり(鶏スープ・香の物）

¥1,200

YAKI-ONIGIRI(Grilled rice ball with soy sauce), chicken soup and pickles

¥600

Spicy konnyaku (Devil's tongue)

5、 青菜のお浸し

17、 親子丼（鶏スープ・香の物）

OYAKO-DON (Eggs and chicken rice bowl), chicken soup and pickles

Vinegared mozuku seaweed

4、 ピり辛こんにゃく

¥1,200

TORI-CHAZUKE(Chicken rice bowl with chicken soup), pickles

Pickled cabbage

3、 もずく酢落とし芋

お食事 Rice and noodles
16、 とり茶漬け（香の物）

19、 自家製鶏スープ

¥410

Chicken soup

¥620

Boiled greens with soy sauce

6、 とり皮ポン酢

¥800

デザート Dessert

Mix the boiled chicken skin with citrus juice and soy sauce

7、 キムチ

¥850

KIMUCHI (Korean pickles)

8、 冷やしトマト
Slice tomato

９、 野菜サラダ（スモールサイズ）

20、 苺のシャーベット

¥510

Yuzu citron sherbet

¥1,000

21、 バニラアイスクリーム
Vanilla ice cream

¥510

¥670

Small Salad

10、 烏賊一夜干し

¥780

Grilled dried squid

11、 国産本ししゃも（四本）

¥800

Grilled shishamo smelt

12、 焼き茄子(二本)
Grille eggplant(2peace)

13、 あぶりさつま揚げ

※QRコードより各種スマートフォンにて
メニューをご覧いただけます。

¥980

※COCOA-新型コロナウイルス接触確認アプリ
新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した
可能性について、通知を受けることができます。

¥1,000

Grilled deep fried tofu

14、 焼き蚕豆

¥1,000

Grilled broad bean

15、 焼き新筍
Grilled bamboo shoot

¥1,500

当店で使用しているお米の産地情報については、係にお尋ね下さい。
If you would like to know about the origin of the rice used in this restaurant, please ask a staff member.
仕入の状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
Please be advised that occasionally menu items change based on availability on the market.
表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（10%）を加算させていただきます。
Price includes consumption tax. Additional 10% will be added for service charge.

