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◆アルコール

生ビール (中 )。 ・・・・・ 650円

生ビール (グラス )。 ・・ ・430円

瓶ビール  (中 瓶 )。 ・・・・780円

日本酒 (一合 )・ ・・・・・ 580円

日本酒 (二合 )・ ・・・・・ 850円

焼酎 (水・湯・ ロック)・ ・ 640円

レモンハイ・・・ ・・・・ 550円

ワイン (赤・自7獅1)・ ・ ・ ・ 。 1,850円

赤ワイン(フライングシープ50nl)・ 。4,300円

白ワイン(フライングシープ50111)・ ・ 4,000円

◆ノンアルコールビール

キリンフリー・・・・・・・430円

◆ソフトドリンク
コーヒー・・・・・・ ●●●380円

レモンティ・・・・・・・・380円

ミルクティ・・・・・・・ 0380円

ウーロン茶・・・・・ ●●●330円

コーラ・・・・・ ●●●●●330円

オレンジジュース・・・・・330円

レストラン
11:00～ 14:00 お食事

14:00～ 16:00 喫茶営業のみ

(*15:30オ ーダーストップ)
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ご p算に応 じてご提供いたします

お気1雄にご相談 ください。

ミニ会席料Fl・

会席料コ‖・・・

■人運 ■槙十時

て島…た
T529-0411

滋賀県長浜市木之本‖r,I「橋 lo94

TEL 0749-82-6020

・・・・ 3,240111～

・・・・ 4,320円 ～

季節の会席料理

鉤
たきま争|こ

応じてご提供い
お女t11に ご‖1談 ください。

季節の鍋物

お気軽にご相談ください。

●ご予約について
お電話にて受け付けております。人数、ご希望の日時をお伝え
ください。
ご宴会 (ご宿泊)人数の変更の場合、夜席は当日正午までに、
昼席は前日17時までにご連絡をお願い致します。
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レストランメニューの

新鮮 な食材 と地元の野 菜 を

をご用意いた しま した。

落ち着い た伸 よいの中で、

ください。

、、S、 んだんに用 いたお料理

極上のひ とときを|お 楽 しみ

レス トラン営業

11:00～ 14:00 お食事

14:00～ 16:00 喫茶営業のみ
*11金には消費税が合まれております。

■Jtltに社キ路

て 島t…薦

驀

智

TEL 0749-82-6020
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とろけるような食感と上品な甘みが自慢ですOtッ サザ
1ク

近江牛ステーキ定食 000004,320円
先附 近江牛と添物 野菜サラダ 水物 お食事(白 御飯 香の物 汁物)

己高庵和1善・・・・ 02,160円
小鉢 御造り 冷し鉢 天婦羅 水物 お食事(白 御飯 香の物 汁物)

丼

玉子丼・・・・・・ 700円

物

親子丼・・・・・ ●850円
季節の恵みに

彩りを添えて ・̈

季節の松花堂

2,160Fヨ

煮物 焼き魚 御造り 天婦羅
水物 お食事 (白 御飯 香の
物 汁物 )

心が和む山里の味

山里1善  1,940円

小鉢 煮物 焼き魚 御造り
天婦羅 水物 お食事 (白 御飯
香の物 汁物)

お 造 り 定 食   1,620円
小鉢 冷し鉢 お造り水物 お食事 (白 御

飯 香の物 汁物)

天婦羅定食  1,290円
小鉢 冷し鉢 天婦羅 水物 お食事

(白 御飯 香の物 汁物) うどん・そば

きつねうどん 。

山菜うどん 。

天狂羅うどん 。

・ 640円

。640円

1,020円

きつねそば・

山菜そば・・

ざるそば・・

にしんそば・

天然羅そば・

・・ 640円

・ ・ 640Fl

・・ 640円

。 ・ 970Fl

・ 1,020円

卜

　

　

・

豚カツ定食  1,080円
小鉢 冷し鉢 豚カツ 水物 お食事(白 御飯 香の物 汁物〉

海老フライ定食・

一 品

お造 り盛合わせ 。1,080円

枝豆・・・・・ ●0320円

料 理

おつまみセッ

たこ唐揚げ・

・ 1,080円

。・ 540円

*写真はイメージです。食材によって変更することがございます。
01,080円 ヒレカツ定食・・・ 1,080円

天丼・・・・1,080円
小鉢 天丼 香の物 汁物
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