
宇治商工会議所　多言語メニュー作成　メニューリスト

小売用（食品）

◆ 茶

碾茶 手もみ茶 宇治抹茶 宇治玉露 宇治煎茶 茎茶 京番茶

深蒸し茶 抹茶入り煎茶 水出し茶 大福茶 粉末緑茶 雁が音 水出し玉露

玉露 玄米茶 濃茶 新茶 煎茶 日本茶 番茶

ほうじ茶 抹茶 抹茶ラテ お茶（緑茶） 薄茶 梅こぶ茶 かぶせ茶

かりがね煎茶 玉露雁が音 玉露玄米茶 玉露ティーバッグ 蔵出し茶 粉茶 桜茶

煎茶ティーバッグ 食べるお茶 ほうじ茶ティーバッグ 抹茶入り玉露 抹茶入り玄米茶 抹茶入り粉茶 有機玉露

有機玄米茶 有機煎茶 有機ほうじ茶 有機抹茶入りかりがね 緑茶ティーバッグ グリーンティー粉末

◆ 抹茶和洋菓子

茶だんご 抹茶餡 宇治抹茶飴 抹茶ミルク飴 抹茶チーズケーキ 抹茶ロールケーキ 抹茶シュークリーム

抹茶どら焼 抹茶パウンドケーキ 抹茶フィナンシェ 抹茶わらびもち 抹茶クッキー 抹茶煎餅 抹茶プリン

抹茶サブレ 抹茶あんもなか 抹茶飴 茶の葉煎餅 宇治抹茶わらびもち 抹茶シフォンケーキ 抹茶ゼリー

抹茶大福 抹茶チョコレート 抹茶オムレット 茶の葉もち 濃茶飴 濃茶わらび餅 抹茶おこし

抹茶チョコレートチー

ズケーキ
抹茶わらびもち大福

◆ スイーツ・洋菓子

アップルパイ アーモンド・クリスプ 苺シロップ 苺のショートケーキ エクレア カスタードプリン カステラ

キャラメル キャンディー クッキー ゼリー チョコレート ドーナツ ハチミツ

バームクーヘン パウンドケーキ ビスケット フルーツゼリー プリン ポッキー マドレーヌ

マフィン わたがし お菓子 おやつ ポテトチップ シューアイス アップルタルト

マンゴームース 桃のタルト 洋ナシのシブースト イチゴのスポンジケーキ ジャム スナック タルト

黒糖ドーナツ 豆乳ゼリー

◆ 甘味・和菓子

焼き栗 アイスもなか あぶり餅 安倍川餅 甘納豆 飴 あられ

あんこ あんころ餅 今川焼 ういろう うぐいす餅 雲平 干支菓子

海老煎餅 おかき おこし おはぎ 柿の種 柏餅 かぼちゃ餡

かりんとう きなこ きなこわらびもち 黒蜜きなこ きび団子 きんつば きんとん

草餅 串団子 葛切り くず粉 くず餅 栗きんとん 黒蜜

月餅 こしあん 金平糖 五色豆 桜餅 塩せんべい 醤油せんべい

煎餅 そばぼうろ 大学いも 大福 駄菓子 団子 千歳飴

月見団子 つぶあん 豆乳プリン ところてん どら焼き 生菓子 生八ツ橋

練り切り 海苔せんべい 羽二重餅 ひなあられ 松風 水飴 水羊羹

みたらし団子 水無月 最中 もみじ饅頭 八ツ橋 柚子餡 羊羹

よもぎ団子 落雁 りんご飴 わらび餅 塩飴 生クリーム大福 パイン大福

苺ミルク飴 黒飴 べっこう飴 生姜飴 レモン飴 ほうじ茶飴 煎茶飴

フルーツ飴 板チョコ 小豆粒あんもなか 板チョコ（ミルク） 梅干飴 黒蜜入りわらび餅 玄米茶飴

サイダー飴 千歳飴　苺ミルク味 千歳飴　抹茶ミルク味 千歳飴　ミルク味 生茶大福 ニッキ飴 ハッカ飴

一口ようかん プチ大福羽二重餅 干梅 メロン飴 野菜飴 ゆず飴 あんこ入り生八ツ橋

あんこ巻 うぐいす餡 かた焼煎餅 ごま餡 ソース煎餅 ぼた餅 ヨモギ餅

粟餅 花びら餅 瓦せんべい 金太郎あめ 小倉餡 人形焼 水菓子

生姜糖 白あん 味噌あん 味噌煎餅 餅入り最中 練り梅

◆ 惣菜・漬物・おかず

ゆで卵 枝豆 おぼろ豆腐 くみあげ湯葉 黒豆 高野豆腐 豆腐

納豆 生麩 生湯葉 湯葉 浅漬け 甘酢漬け 粕漬け

絹ごし豆腐 キュウリの一夜漬け きゅうりの漬物 京漬物 京野菜の漬物 切干大根 昆布巻き

西京漬 しば漬 醤油漬け すぐき漬 千枚漬 たくあん たまり漬け

なます 奈良漬 ぬか漬 ぬか味噌漬け 野沢菜漬 白菜浅漬 花らっきょう

日の菜漬 福神漬 ベったら漬け ほうれん草のおひたし 壬生菜漬 みょうがの甘酢漬け もずく酢

もろきゅう 柚子大根 らっきょうの甘酢漬け わさび漬け いんげんの胡麻和え 刻みすぐき きんぴらごぼう

ちりめん山椒 豆ひじき いわしハンバーグ う巻き がんも 惣菜 漬物

おかず 塩昆布 笹かま お茶の葉の佃煮 かぶら漬 きゅうりの甘酢漬け さくら漬

つぼ漬 ひの菜浅漬 ままかり漬け みょうがの酢漬け みょうが漬 ゆばしめじ ゆば豆腐

らっきょうの醤油漬け 賀茂なす浅漬 結び人参 古漬け 胡麻高菜漬 菜の花漬 山ごぼう漬

松前漬 新しょうが漬 赤かぶ漬 田舎たくあん 半熟卵 味噌にんにく漬

◆ 調味料・その他食品・食材

カマンベールチーズ 牛乳 ゴルゴンゾーラ ゴーダチーズ スライスチーズ チーズ 豆乳
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生クリーム バター パルメザンチーズ ブルーチーズ ホイップクリーム モッツァレラチーズ ヨーグルト

練乳 卵 たまご豆腐 あずき 油揚げ おから 乾燥湯葉

京都大納言小豆 そら豆 大豆 春雨 ひろうす 麩 豆

木綿豆腐 落花生 ブルーベリージャム 干し柿 マーマレード アセロラ アボカド

あんず アーモンド イチゴ イチジク 梅 オレンジ 柿

キウイ 果物 グレープフルーツ さくらんぼ シークヮーサー スイカ すだち

梨 白桃 バナナ パイナップル ぶどう ブルーベリー プルーン

マスクメロン マンゴー みかん メロン 桃 柚子 ライチ

ラズベリー りんご レモン 栗 丹波栗 丹波黒大豆 ナッツ

マカダミアナッツ ミックスナッツ レーズン 青海苔 味付のり 刻み海苔 昆布

とろろ昆布 ひじき もずく 焼き海苔 わかめ ごま 白ゴマ

コシヒカリ ササニシキ ひとめぼれ 玄米 米 新米 白米

餅 麹 酒かす シリアル トウモロコシ マカロニ 味付けカルビ

近江牛 カルビ 牛肩ロース 牛カルビ 牛サーロイン 牛すじ 牛タン

牛ハラミ 神戸牛 サラミ ビーフジャーキー 合鴨 あひる イベリコ豚

黒豚 上ロース スペアリブ チョリソー 豚足 豚トロ 生ハム

ハム 豚バラ肉 豚モモ肉 豚ロース プロシュット ベーコン ロースハム

合い挽き 砂肝 軟骨 肉 ビーフン ミンチ肉 もも肉

うずら 七面鳥 地鶏 丹波地どり チキン 鳥皮 鶏肉

鶏の胸肉 名古屋コーチン ウィンナー 鴨肉 フォアグラ マトン ラム

赤味噌 米味噌 西京味噌 白味噌 八丁味噌 豆味噌 麦味噌

甘口ソース ウスターソース オイスターソース 辛口ソース ケチャップ ゴマだれ サラダドレッシング

サルサソース ステーキソース ソース タバスコ タルタルソース チリソース トマトソース

とんかつソース バジルソース バーベキューソース ホワイトソース ミートソース 焼肉のたれ 和風ソース

和風ドレッシング 赤だし 赤唐辛子 一番だし 炒りごま かつおぶし からし

黒こしょう 黒酢 こしょう 昆布だし ごま塩 山椒 塩麹

七味唐辛子 生姜 酢 すし酢 だし とうがらし 伏見とうがらし

ふりかけ 抹茶塩 万願寺とうがらし みょうが みりん 山科とうがらし 柚子こしょう

りんご酢 和がらし わけぎ 和三盆 オリーブオイル ココナッツオイル ごま油

サラダ油 植物油 天ぷら油 紅花油 ラー油 薄口しょうゆ 濃口しょうゆ

醤油 白しょうゆ たまりしょうゆ わさび醤油 粗挽き黒こしょう
イタリアン・ドレッシ

ング
一味唐辛子

角砂糖 カレー粉 甘味料 岩塩 ガーリックソルト 黒砂糖 グラニュー糖

グリーンリーフ 香草 氷砂糖 黒糖 ココナッツミルク 粉チーズ 米酢

砂糖 サワークリーム 塩 塩味 塩こしょう 七味 シナモン

食塩 白砂糖 シロップ スパイス トマトケチャップ ナンプラー にんにく

ハーブ バジル バルサミコ パクチー ピーナッツバター
フレンチ・ドレッシン

グ
ベーキングパウダー

マスタード マヨネーズ マーガリン ミント メープルシロップ ワインビネガー わさび

えのき エリンギ きくらげ きのこ しいたけ しめじ トリュフ

なめこ ぶなしめじ 干ししいたけ 舞茸 マッシュルーム 松茸 赤ピーマン

秋茄子 瓜 オクラ 桂うり かぼちゃ 賀茂なす きゅうり

京とまと 京山科なす ゴーヤ 鹿ケ谷南瓜 ししとう ズッキーニ 冬瓜

トマト なす パプリカ ピーマン プチトマト ミニトマト 赤かぶ

糸こんにゃく 芋 海老芋 かぶ 辛味だいこん 金時人参 くわい

小芋 ごぼう さつまいも 里芋 佐波賀だいこん 聖護院かぶら 聖護院だいこん

しらたき ジャガイモ すぐき ずいき 大根 とろろ 長いも

にんじん ねぎ ラディッシュ 紅しょうが 堀川ごぼう 紫いも メンマ

やまいも 大和芋 らっきょう れんこん 青ねぎ あさつき アスパラガス

あぶら菜 大葉 かいわれ大根 からし菜 カリフラワー 菊菜 刻みねぎ

キャベツ 京せり 京たけのこ 九条ねぎ グリーンアスパラ 小松菜 山菜

サンチュ しそ 食用菊 せり セロリ ぜんまい 高菜

たまねぎ チンゲン菜 長ねぎ 菜の花 にら 野沢菜 白菜

パセリ ふき ブロッコリー ほうれん草 ホワイトアスパラ 水菜 三つ葉

壬生菜 紫キャベツ 芽キャベツ もやし 百合根 レタス ポン酢

ポルチーニ 揚げパン あんパン うぐいすあんパン 菓子パン クラッカー クリームパン

クロワッサン コーンフレーク シュガードーナツ 食パン ドライフルーツ いちごジャム 抹茶みつ

珈琲豆 あおさ あきたこまち あわ イベリコ豚の生ハム いよかん ウコン

うずら卵 うど エシャレット オーロラ・ソース おたふく豆 オニオン オリーブ

オレガノ オレンジオイル カシューナッツ カボス ガラム・マサラ カルダモン かんぴょう

キンカン グアバ クジラ クミン クランベリー クレソン コーン

コーン油 ココナッツ コリアンダー コンフィチュール ザーサイ サウザンアイランド ざくろ

サフラン さやいんげん さやえんどう しし唐辛子 ジビエ スイートコーン スイートチリソース
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スイートバジル スキムミルク スパム セイジ ソーキ そば粉 ターメリック

だいだい タイム チェリートマト チリパウダー つくし トマトピューレー トマトペースト

ドレッシング なたね油 ナツメグ なまり節（生節） にがうり ネーブル パーム油

パイン バジリコ はす はっさく ハトムギ バニラ バニラエッセンス

パパイヤ
パルミジャーノ・レッ

ジャーノ
パンチェッタ パン粉 ピータン ピーナッツ ピスタチオ

ひよこ豆 ヒラタケ びわ ふきのとう ふすま ブラウン・ソース ブラックベリー

フランボワーズソース ヘーゼルナッツ へちま ベビーコーン ホロホロ鳥 ホワイトマッシュルーム ポン酢ジュレ

マスカット まめ（脾臓） ミディトマト ミルク メカブ メロンシロップ もち米

モロヘイヤ もろみ もろみ味噌 ヤングコーン よもぎ ラード ライム

ライ麦粉 ラグーソース ランプ リコッタチーズ ルッコラ レモングラス レモンシロップ

ローズマリー わらび 夏みかん 海ぶどう 鴨 甘長がらし 韓国海苔

岩海苔 牛 牛外モモ肉 魚醤 京いも 京うど 京みょうが

京菜 京赤地どり 京唐菜 銀杏 鶏の手羽先 月桂樹 減塩しょうゆ

五香粉 厚切り特上ハラミ 根菜 佐波賀かぶ 削り節 三元豚 三田牛

山椒塩 子牛の肉 車麩 若鶏 春菊 春玉ねぎ 小玉ねぎ

小豆こし餡 小麦粉 焼麩 信州味噌 神戸ビーフ 生しいたけ 聖護院きゅうり

西洋かぼちゃ 西洋ねぎ 西洋わさび 青梅 大麦 淡路ビーフ 猪

桃山だいこん 豚 豚骨 二杯酢 二番だし 馬鈴薯 梅肉

白胡椒 薄力粉 麦芽 舞鶴かぶ 米ぬか 片栗粉 本しめじ

木いちご 薬味 洋梨

小売用(食品以外）

◆ 工芸品・茶道・和装品

急須 抹茶碗 煎茶碗 茶筅 茶道 ふくさ 扇子

菓子切楊枝 懐紙 茶筒 なつめ 茶合 お香 香立

鉄びん 京くみひも 京友禅 着物 帯 下駄 茶杓

茶器 茶缶 湯さまし 茶缶

◆ 衣料・雑貨・日用品

便座カバー 風呂マット 湯のみ お茶碗 お箸 皿 フェイスタオル

バスタオル ボディーソープ 入浴剤 マグカップ 薬味入れ 携帯ストラップ イヤホンジャック

がま口 財布 カードケース キーホルダー 手ぬぐい ハンカチ ポーチ

巾着 スマホカバー カメラケース ぬいぐるみ 傘 シャーペン ボールペン

絵葉書 切手 陶器 磁器 絵本 漆器 包丁

湯斗 折りたたみ傘 靴下 下着 漆器 扇子 爪切り

灰皿

◆ 家具・家電・インテリア

日本人形 こけし だるま 風鈴 炊飯器 シェーバー デジタルカメラ

腕時計 くすり・コスメ あぶら取り紙 ハンドクリーム 化粧水 サプリメント ファンデーション

洗顔料 カーテン カーペット 座布団 ステンレスボトル テーブル 電気スタンド

時計 椅子 乾電池 充電器 電子辞書 パソコン バッテリー

ビデオカメラ メモリーカード

◆ くすり・コスメ

あぶら取り紙 ハンドクリーム 化粧水 サプリメント ファンデーション 洗顔料 痛み止め

宇治抹茶クリーム 宇治抹茶化粧水 宇治抹茶石鹸 乳液 美顔パック 痛み止め 宇治抹茶クリーム

宇治抹茶化粧水 宇治抹茶石鹸 乳液 美顔パック 胃腸薬 うがい薬 風邪薬

紙おむつ かゆみ止め 化粧品 下痢止め 座薬 湿布 錠剤

白髪染め 頭痛薬 生理用品 内服薬 塗り薬 熱さまし のど薬

バンドエイド 目薬

お食事

◆ 抹茶・お茶料理

うなぎ茶漬け 梅茶漬け 鮭茶漬け 鯛茶漬け のり茶漬け 茶粥 茶づけ

ぶぶ漬け 天ぷら茶づけ 麻婆抹茶豆腐 抹茶豆腐 抹茶そうめん 茶そば（冷） 抹茶コロッケ

山菜入り茶そば 茶づけ御膳 山芋入り茶そば お茶漬け（鱧） だし茶漬け

◆ 和食（懐石・京料理・その他）

炊き合わせ 厚焼玉子 いもぼう うなぎ定食 うなぎ八幡巻き う巻 温野菜盛り合わせ

懐石弁当 かぼちゃの炊き合わせ 加茂茄子田楽 からしれんこん 季節野菜の炊き合わせ 牛肉のごぼう巻き 牛肉のたたき
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さばの一夜干し しゃぶしゃぶ会席 しゃぶしゃぶ懐石 松花堂弁当 前菜 鯛の昆布〆め 田作り

茶懐石 茶豆 なすの田楽 生麩の田楽 錦玉子 にしんの甘露煮 箸洗

箸休め 鉢肴 ピリ辛こんにゃく 吹き寄せ ふろふき大根 幕の内弁当 松茸の茶碗蒸し

万願寺唐辛子の炒め煮 ミニ懐石 焼きなす 焼き松茸 幽庵焼（柚庵焼) 湯豆腐 レバ刺し

白子ポン酢和え 棒だら かぶら蒸し がんもどき きんちゃく 金目鯛煮付 酒蒸し

せいろ蒸し 鯛のあら炊き 茶碗蒸し 土瓶蒸し なすの煮浸し 煮こごり 煮浸し

ブリ大根 水菜と揚げの煮びたし 野菜のうま煮 あんこう鍋 牡丹鍋 うなぎの柳川 おでん盛り合わせ

牡蠣の土手鍋 かにすき 鴨鍋 キムチチゲ 牛しゃぶ 牛肉のすき焼き 黒豚のしゃぶしゃぶ

塩ちゃんこ しゃぶしゃぶ 軍鶏の水炊き 醤油ちゃんこ 地鶏の水炊き ジンギスカン鍋 すき焼き

すっぽん鍋 鯛しゃぶ チゲ ちゃんこ ちり鍋 てっちり 豆腐チゲ

鶏ちゃんこ 鶏の水炊き鍋 肉鍋 鱧しゃぶ フグしゃぶ ふぐちり 豚キムチチゲ

豚しゃぶ 豚チゲ鍋 ブリしゃぶ ぼたん鍋 水炊き 味噌ちゃんこ もつ鍋

柳川鍋 寄せ鍋 冷しゃぶ たたき 日替り定食 本日の定食 和食

お子様メニュー お子様ランチ おまかせ盛り合わせ 御膳 飲み放題付コースＡ 飲み放題付コースＢ 和風

玉子宝楽 焼き物八寸 松茸土瓶蒸し 昼の御膳 夜の御膳 本日のサービス御膳 お刺身御膳

焼き魚御膳 天ぷら御膳 ミニ会席 アオヤギ　酢の物　 赤貝　酢の物 あゆ焼き御膳 あんこうの唐揚げ

活鱧落し御膳 おまかせ会席 季節の野菜せいろ蒸し 子持ち鮎甘露煮 ずわいがに足身　酢の物 鳥貝　酢の物 ホタルイカ　酢の物

うなぎ会席 お子様弁当 牡蠣鍋 きりたんぽ鍋 さくら鍋 しゃも鍋 すき焼き会席

すき焼き風肉豆腐 すき鍋 ステーキ懐石
だいこんと揚げの炊き

合わせ
たけのことふきの煮物 たこの柔らか煮

ちぎりこんにゃくの炒

り煮

つくしの佃煮 つみれ鍋 どじょう鍋 ふかひれ茶碗蒸し ふきの葉の佃煮 ブリのあら煮 マグロのあら煮

れんこんステーキ れんこん餅 賀茂茄子のチーズ焼き 海鮮ちゃんこ 海鮮茶碗蒸し 季節のお弁当 季節の懐石

季節の煮魚 季節の煮物 京風出し汁巻き玉子 強肴（しいざかな） 金目鯛のあら煮 銀だら煮付 九条ねぎの豚肉巻き

九条ねぎ鍋 鶏しゃぶ 合鴨陶板焼き 山菜の煮付 止め肴 時雨煮 煮魚

煮魚定食 旬の煮魚 旬の煮物 旬の野菜炊合せ 小蕪そぼろ餡かけ 蒸し野菜盛り合わせ 真鯛の煮物

進め肴 水菜とおあげ煮 水菜と湯葉の煮物 水菜と油揚げのさっと煮 生麩のゆず味噌田楽 石狩鍋 先付け

鯛のあら煮 大根の煮物 丹波黒豆甘煮 朝定食 冬瓜の生姜あんかけ 湯葉含ませ煮 豆の炊き合わせ

豆乳しゃぶしゃぶ 特選懐石 豚ちゃんこ 晩酌セット 本日の煮魚 本日の煮物 野菜と鶏の煮物

野菜の煮物 野立弁当 預け鉢 窯焼き 和牛のすき焼き 和食セット 鱧の柳川鍋

◆ 和食（精進料理・普茶料理）

ごま豆腐 湯葉吉野煮 刺身こんにゃく 干菓子 野菜の揚げ物（油糍）
細切り野菜の葛とじ

（雲片）
蘭茶（澄汁）

煮野菜の盛り合わせ

（笋羹）

◆ 和食（丼・そば・うどん）

うどん（温） そば（温） あんかけうどん あんかけそば うどん うどんすき 海老天うどん

海老天そば 沖縄そば おろしうどん おろしそば かき揚げうどん かけうどん かけそば

釜揚げうどん 釜揚げそば 鴨せいろ 鴨南蛮うどん 鴨南蛮そば カレーうどん きしめん

きつねうどん きつねそば きのこうどん きのこそば きのこの和風パスタ けんちんそば 讃岐うどん

皿うどん 山菜うどん 山菜そば ざるうどん ざるそば しっぽくうどん しっぽくそば

十割そば せいろそば そうめん そば そば湯 たぬきうどん たぬきそば

玉子とじうどん 玉子とじそば 力うどん 茶そば ちゃんぽん 月見うどん 月見そば

手打ちうどん 手打そば 天ざるうどん 天ざるそば 天ぷらうどん 天ぷらそば 鶏南蛮うどん

鶏南蛮そば とろろうどん とろろそば 鍋焼きうどん 肉うどん にしんそば 冷やしうどん

冷しそうめん 冷やし中華 ぶっかけうどん 味噌煮込みうどん 焼うどん 山かけうどん 山かけそば

わかめうどん わかめそば わんこそば 穴子天丼 海老天丼 かき揚げ天丼 天丼

うな重 うな重（上） うな重（特上） うなたま重 うな丼 うな丼（並） 親子丼

海鮮丼 カツ丼 から揚丼 カレー丼 きつね丼 牛丼 木の葉丼

すき焼き丼 ソースかつ丼 他人丼 玉子丼 チキンカツ丼 丼物 ひつまぶし

豚丼 マグロ丼 焼肉丼 いくら丼 とろろ丼 ねぎとろ丼 肉丼

天ぷらとじ丼 カツとじ丼 うなぎ丼 生湯葉うどん 田舎風煮込うどん うどん定食 うめうどん

梅にゅう麺 えびカツとじ丼 かやくうどん きつねうどんセット きつねとじうどん けんちんうどん ざるそば定食

そば定食 玉子うどん 生湯葉うどんセット にしんそばセット あげ焼きそば うな重（並） うな丼（上）

うな丼（特上） うに丼 おぼろうどん おぼろそば かき揚げそば カレー南蛮うどん サーモンいくら丼

ソーキそば そばがき そば懐石 ちからそば つけとろろそば づけ丼 なめこそば

にしんうどん ねぎとろいくら丼 ビフテキ丼 びんとろ丼 マグロの山かけ丼 盛りうどん 稲庭うどん

海老焼きそば 牛鍋うどん 穴子天ぶらそば 五目うどん 焼鳥丼 上天丼 盛りそば

盛岡じゃじゃ麵 盛岡冷麺 大ざるそば 大とろといくら丼 大とろとうに丼 大とろ丼 いくらと中とろ丼

うにと中とろ丼 中とろ丼 鳥南蛮そば 天もりそば 特上天丼 肉南蛮そば 納豆うどん

力レー南蛮そば 冷やし五目中華 冷麦
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◆ 和食（刺身・寿司・天ぷら・焼き魚）

あじ いわし かに かにみそ 毛ガニ ズワイガニ タラバガニ

さば さんま たこ 寒ブリ はまち ブリ アオリイカ

イカ イカゲソ カラスミ するめ スルメイ力 ホタルイカ カジキマグロ

きはだマグロ クロマグロ ツナ とろ びんとろ 本マグロ マグロ

マグロ赤身 マグロ大とろ マグロ中とろ いくら 数の子 辛子明太子 キャビア

白子 たらこ 明太子 あまえび 伊勢海老 海老 ロブスター

牡蠣 生牡蠣 赤貝 あさり アワビ 貝 貝柱

小柱 サザエ しじみ つぶ貝 はまぐり ホタテ ムール貝

鮭 塩鮭 スモークサーモン 紅鮭 甘鯛 金目鯛 鯛

マダイ アイナメ 穴子 鮎 あん肝 あんこう うなぎ

うに エスカルゴ えんがわ カジキ カツオ かます かまぼこ

カレイ カンパチ きす 銀だら クエ くらげ ぐじ

鯉 魚 さわら ししゃも 舌平目 しらうお しらす

白身魚 新子 じゃこ スズキ すっぽん 太刀魚 たら

鱈の白子 ちくわ ちりめんじゃこ つみれ 天然鮎 とびうお とらふぐ

生うに なまこ にしん はも はんぺん ヒメマス ひらめ

フカヒレ ふぐ ふぐの白子 ふな ホッケ 本日の魚 わかさぎ

イカ天 海老天 海老のかき揚げ 海鮮かき揚げ かき揚げ きすの天ぷら げそ天

小柱のかき揚げ さつまいもの天ぷら 旬野菜の天ぷら しょうが天 じゃこ天 たこの天ぷら たらの芽の天ぷら

天ぷら定食 天ぷら盛り合わせ 鶏天 はもの天ぷら 松茸の天ぷら 万願寺唐辛子の天ぷら 野菜のかき揚げ

湯葉の天ぷら 巻きずし 鰺の押し寿司 穴子の握り 炙りサーモン 炙りとろ 炙りマグロ

イカの握り いくらの軍艦巻 いなり寿司 うにの軍艦巻 海老の握り 恵方巻 大トロの握り

押し寿司 お新香巻 海鮮ちらし寿司 柿の葉寿司 かっぱ巻 蟹の握り カンパチの握り

かんぴょう巻 きゅうりの細巻 軍艦巻 こはだの握り 五目寿司 五目ちらし 笹寿司

さば寿司 さばの握り サラダ巻 サーモンの握り
上にぎり寿司盛り合わ

せ
助六寿司 タコの握り

たまごの握り 茶巾寿司 中トロの握り ちらし寿司 ツナマヨ巻 鉄火丼 鉄火巻

手巻き寿司
特上にぎり寿司盛り合

わせ
納豆巻 煮穴子 にぎり寿司 にぎり寿司盛り合わせ ねぎとろ

ねぎとろ巻 はまちの握り はも寿司 バッテラ バラ寿司 太巻き ふな寿司

ブリの握り 細巻 巻き寿司 まぐろの握り 蒸し寿司 八幡巻 あじの刺身

あじの塩焼き あじのたたき あたりめ 穴子の白焼き 鮎の姿焼き イカ姿焼き イカの刺身

いくら醤油漬け イサキ造り 薄造り うなぎの白焼 海老の刺身 お造り お造り盛り合わせ

かつお造り かつおのたたき 銀鱈の西京焼 ヤリイカ造り 鯉の洗い 子持ちししゃも焼き 西京焼

魚のホイル焼き さざえのつぼ焼 刺身盛り合わせ さば造り さわら塩焼き さわらの西京焼 さわら柚庵焼

さんま造り さんまの塩焼き サーモンの刺身 しまアジ造り しめさば 鯛の刺身 タコの刺身

とらふぐの刺身 はまち造り 鱧の落とし 平目造り ふぐ刺 舟盛り ブリ塩焼き

ブリ造り まぐろのたたき 焼魚定食 若鮎塩焼き あじの開き うなぎの蒲焼 蒲焼き

鮭きのこバター焼き 鮭の塩麹焼き 鮭のホイル焼き ちゃんちゃん焼き 刺身 てっさ 生湯葉刺身

馬刺し 刺身　かんぱち 活け鱧落とし 鮎塩焼き さば塩焼き かます柚庵焼き イカ下足焼き

小鮎天ぷら ちくわ天ぷら アナゴ天ぷら 茄子天ぷら しし唐天ぷら ふぐ天ぷら 甘鯛塩焼き

あじ天ぷら いわし天ぷら かぼちゃ天ぷら サーモン西京漬焼き しいたけ天ぷら しそ天ぷら ピーマン天ぷら

まながつお西京漬焼き 金目鯛西京漬焼き アオリイカ造り アカハタ あじの握り あぶらめ造り 甘えびの握り

アラ アワビ造り いいだこ いかだ焼き イカの鉄板焼き イカの天ぷら イカ丸焼き

イサキ イシガレイ イトヨリ いわしの握り いわし造り うぐい うど天ぷら

うなぎのバラ寿司 うなぎ寿司 うにいくら丼 うるめいわし えい えのきバターホイル焼き エリンギの塩焼き

エリンギバターホイル

焼き
おこぜ オマール海老 おまかせ握り カキのバター焼き かさご かじか

かたくちいわし カツオの握り ガリ カリフォルニアロール かれい塩焼き かわはぎ かんぱち塩焼き

カンピョウの細巻 きのこのホイル焼き キムチ天 牛刺し きんき きんき塩焼き ぐじの酒焼き

クロダイ コーン天 ゴマさば サーモン サーモンのサラダ巻 さくらます サヨリ

サヨリの握り サヨリの天ぷら さより造り さんま寿司 しそ巻 しまアジ しゃこ

シャコの握り すじこ スズキの握り すずき塩焼き すずき造り たくあん巻 たらの味噌柚庵焼

どじょう どじょうの蒲焼 とびこ とり貝 とり貝の握り とり貝造り とろさば

とろの握り ニジマス にしん焼き ねぎとろの軍艦巻 ばい貝 ハタ はたはた

ばらちらし びん長マグロ ふぐの薄造り ホタテの握り ほたて貝 ぼたん海老 ボタン海老の刺身

ホッキ貝 ほや ぼら まかじき マグロの細巻 マグロの刺身 ます

まだこ まながつお ミックス天 むつ むつの西京焼き メカジキ めごち

メジナ メバチマグロ メバル やまめ ヤリイカ よこわ よこわの造り

磯辺焼き 牡蠣のホイル焼き 牡蠣の味噌焼き 牡蠣天 海老の天ぷら 海老天むす 海老天巻

蟹の押し寿司 貝柱天 角寿司 活平目 寒ブリのかま焼き 巻き貝 干物

牛タンの味噌焼き 牛トロの刺身 牛肉のパイ包み焼 玉子巻き 銀むつ 銀むつ西京焼き 銀鮭の粕漬け
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鶏刺し 穴きゅうり巻 穴子の押し寿司 穴子巻 剣先イカ 黒ムツ 桜えびのかき揚げ

桜海老 鮭のハラス 刺身定食 姿焼き 子持ヤリイカ 車海老 初がつお

小海老 焼きタラバガニ 焼きふぐ 焼魚 上ちらし寿司 新巻鮭 真いわし

真鯛の塩焼き 真鯛の薄造り 真鯛造り 酢飯 青柳の握り 石鯛 赤貝の握り

切り身 鯛の握り 大あさり 大はまぐり 地鶏のたたき 中おち 中とろ

天ぷら 天然とらふぐ 渡り蟹 特上ちらし寿司 特選ちらし 豚天 納豆の細巻

梅きゅうり巻 梅じそ巻 白子焼き 箱寿司 帆立のバター焼き 帆立天 舞茸の天ぷら

平貝 平目の昆布〆め 平目の塩焼き 平目の薄造り 鱒寿司 明太子巻 網焼

鱧の薄造り 鱧焼き

◆ お好み焼・鉄板焼・串・揚物

明石焼き イカ焼き イカ焼きそば お好み焼き お好み焼き　豚玉 お好み焼き　ミックス オムそば

海鮮焼きそば 京ねぎのねぎ焼き 塩焼きそば ソース焼きそば たこ焼き チーズ天 広島風お好み焼き

豚肉焼きそば モダン焼き もんじゃ焼き 焼そば 揚げなす 東寺揚げ 揚げ出し豆腐

揚物盛合わせ 揚げワンタン 厚揚げ 穴子の一本揚げ イカフライ かぼちゃコロッケ から揚げ

から揚げ定食 カレイのから揚げ カレーコロッケ 串カツ ごぼうスティック さつま揚げ ししゃもフライ

精進揚げ 進丈揚げ たこの唐揚げ 竜田揚げ ちくわの磯部揚げ 手羽先の唐揚げ
鶏ささみのチーズ挟み

揚げ

鶏のから揚げ 鶏の竜田揚げ 肉じゃがコロッケ はさみ揚げ ふぐのから揚げ 豚肉のチーズ揚げ 豚ロースの串揚げ

ホルモンの唐揚げ 味噌かつ モモ肉串 湯葉包み揚げ レンコンのはさみ揚げ わかさぎの唐揚げ わかさぎのフライ

鰺のフライ 海鮮の鉄板焼 串焼き 串焼き盛り合わせ こんにゃくの田楽 鉄板焼 豆腐ステーキ

鶏のせせり塩焼き トンペイ焼 ねぎま ねぎま串 ねぎ焼き 朴葉焼き ぼんじり

焼き鳥盛り合わせ 焼き野菜 串揚げ コロッケ とんかつ 焼鳥 揚げたこやき串

揚げ焼鳥 お好み焼き　いか お好み焼き　えび お好み焼き　豚キムチ 五目天串 スティックカラアゲ 明太チーズ串

黒豚串カツ おこぜから揚げ いわしの竜田あげ えびの包み揚げ お好み焼き　豆腐 お好み焼き　トマト くじらの竜田揚げ

ささみの梅しそ巻 ザンギ ししとうの串揚げ たまねぎの串揚げ にんにくのホイル焼き ほやの味噌焼 まぐろの竜田揚げ

ミックス焼き もんじゃ焼（イカ） もんじゃ焼（牛） もんじゃ焼（コーン） もんじゃ焼（たこ） もんじゃ焼（ねぎ） もんじゃ焼（豚）

もんじゃ焼（ホタテ） もんじゃ焼（もち） もんじゃ焼（海老） れんこんの串揚げ 海老の串揚げ 牛レバーの串揚げ 牛肉の串揚げ

銀杏串 鶏モモ肉塩焼き 山芋入りお好み焼 山芋磯辺あげ 若鶏のからあげ 手羽先のピリ辛揚げ 生麩揚げ

長芋とチーズの磯辺揚げ 長芋の磯辺揚げ 豚肉のホイル焼き 軟骨のから揚げ 明太子もんじゃ 野菜焼きそば

◆ 洋食（ライス・パスタ・パン）

タコライス 山菜パスタ スパゲティ
和風きのこスパゲッ

ティ
イカスミリゾット かぼちゃのニョッキ カルボナーラ

トマトリゾット パエリア ラザニア リゾット あさりのスパゲティ イカスミスパゲッティ
シーフードスパゲッ

ティ

シーフードドリア シーフードピザ シーフードピラフ
あさりとトマトのボン

ゴレ
あさりのボンゴレ

厚切りベーコンのカル

ボナーラ
アラビアータ

アンチョビピザ
ウィンナーのアラビ

アータ
うにクリームのパスタ うにのパスタ 海老ドリア 海老ピラフ

蟹のトマトクリーム

ソースのスパゲッティ

蟹のペスカトーレ
カラスミのペペロン

チーノ
カルツォーネ

カルボナーラフェット

チーネ
ガーリックピザ

きのこのフェットチー

ネ
きのこパスタ

きのこピザ クアトロフォルマッジ クリームスパゲッティ クリームペンネ
ゴルゴンゾーラのペン

ネ
山菜ピラフ

白身魚のペペロンチー

ノ

シーフードのアラビ

アータ

シーフードのジェノ

ベーゼ

シーフードのペスカ

トーレ

シーフードのペペロン

チーノ
シーフードパスタ ジェノベーゼ ジェノベーゼピザ

スパゲッティアラビ

アータ
スープスパゲッティ スープパスタ

ソーセージのアラビ

アータ
たらこスパゲッティ タリアテッレ チキンドリア

チリビーンズのペンネ チーズドリア チーズのペンネ
トマトソーススパゲ

ティ

トマトとアンチョビパ

スタ

トマトとベーコンパス

タ
トマトのアラビアータ

トマトのペペロンチー

ノ
トマトの冷製パスタ トマトパスタ トマトピザ

なすとベーコンのアラ

ビアータ
茄子とベーコンパスタ

茄子とほうれん草のボ

ロネーゼ

なすのボロネーゼ
なすのミートソースの

パスタ

菜の花のペペロンチー

ノ

生ハムとトマトの冷製

パスタ
生ハムのカルボナーラ

生ハムのペペロンチー

ノ
生ハムの冷製パスタ

生湯葉ピザ ニョッキ 半熟卵のカルボナーラ ビーフドリア ピザ ピザトースト
ピリ辛トマトのペンネ

アラビアータ

豚肉のナポリタン
ベーコンとなすのペン

ネ

ベーコンのアラビアー

タ

ベーコンのカルボナー

ラ
ぺスカトーレ ペペロンチーノ ペンネアラビアータ

ほうれん草パスタ ボロネーゼ
ボローニャ風ミート

ソース
ボンゴレ ボンゴレビアンコ ボンゴレロッソ ポモドーロ

マルゲリータ ミックスピザ
ミートソーススパゲッ

ティ
ミートドリア 明太子パスタ 野菜のクリームパスタ 冷製パスタ

エッグベネディクト オープンサンドイッチ カツサンド ガレット ガーリックトースト クラブハウスサンド
クリームチーズのベー

グルサンド

穀物のベーグル コロッケサンドイッチ コロッケバーガー サンドイッチ シナモントースト ジャガイモのニョッキ ジャムトースト

スモークサーモンのパ

ニーニ
玉子サンド チキンバーガー チョコドーナツ チョコのベーグル チリドッグ チーズサンド

チーズトースト チーズドッグ チーズバーガー ツナサンド ツナと野菜のサンド 照り焼きチキンサンド てりやきバーガー
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トースト 生ハムサンド 生ハムのパニーニ ハムサンド
ハムとチーズサンド

イッチ
ハンバーガー バターロール

パニーニ パンケーキ BLTバーガー
ビーフカツサンドイッ

チ
フィッシュバーガー フォカッチャ フルーツサンドイッチ

フルーツのフレンチ

トースト

ブルーベリーのベーグ

ル
プレーンドッグ プレーン・ベーグル ベーグル ベーグルサンド ベーコンエッグサンド

ベーコンレタスバー

ガー
ホットサンドイッチ ホットドッグ ポテトサンドイッチ ミックスサンド 蒸しパン 野菜サンド

ラップサンド レタスサンドイッチ
ローストビーフ&野菜

のサンド
ロールパン フランスパン オムハヤシ カレーライス

ガーリックライス きのこカレー クロックムッシュ チーズカレー ナポリタン ハヤシライス ビーフカレー

ビーフストロガノフ ピラフ ライス ライスコロッケ カツ力レー カレー キーマカレー

グリーンカレー コロッケカレー シーフードカレー スープ力レー タイカレー チキンカツカレー チキンカレー

ドライカレー ナン ポークカレー 豆カレー 野菜カレー フレンチトースト メンチカツカレー

くるみパン チーズパン トマトクリームパスタ
鮭ときのこのクリーム

パスタ
和風カルボナーラ パスタドリンクセット カレー＆ラーメンセット

クノップ アーリオオーリオ あじフライセット アワビのクリーム煮 うにのマカロニグラタン オマール海老のグリル カップルセット

キュウリのピリ辛炒め クリームコロッケセッ卜 コロッケセッ卜 サーモンのパイ包み焼 シーフードオムレツ
シーフードのアーリオ

オーリオ
シチュー

ステーキ たこのマリネ タマゴとハムの炒め物 チキンカツセット ツナのマリネ ディナービュッフェ トマトグラタン

トマトソースのマカロ

ニグラタン
トリュフのパイ包み焼き ナポリタンハンバーグ ナポリタンランチ バーベキュー パイのマカロニグラタン

はまぐりのアーリオ

オーリオ

ハンバーグセット
ビーフシチューハン

バーグ
ヒレカツセッ卜 ファミリーセット フライドエッグ ポークパイ ポルチーニソース

ボロネーゼグラタン ミートソースオムレツ ミックスフライセット ラムステーキ ランチビュッフェ リブステーキ リブロースステーキ

ロースト 牡蠣フライセット 海老フライセット 記念日コース 牛サーロインのグリル 牛ヒレ肉のグリル 牛肉のグリル

牛肉の味噌炒め 魚介類の盛り合わせ 魚肉ソーセージ 具入りオムレツ 鶏ささみ梅肉チーズ揚げ 鶏そぼろのコロッケ 鶏つくねハンバーグ

鶏モモ肉のグリル 鶏モモ肉のパイ包み焼き 鶏肉のグリル 砂肝のアーリオオーリオ 仔羊のロースト 車海老の塩焼き 蒸し鶏の黒胡麻ソース

赤ワイン煮
冬野菜のクリームコ

ロッケ
湯葉コロッケ 豆腐グラタン 豚テキ 豚肩ロースのグリル 豚肉のグリル

明太子の笹身巻き BLTベーグルサンド BLTラップサンド
あさりとじゃがいもの

ジェノベーゼ
あさりのジェノベーゼ あさりのペペロンチーノ アマトリチャーナ

イカとあさりのジェノ

ベーゼ

うにクリームソースの

フェットチーネ
うにのショートパスタ うにの冷製パスタ 海老バーガー

オマールエビのペスカ

トーレ
オマール海老のパニーニ

オルトラーナ オレッキエッテ かきのフェットチーネ かきのペペロンチーノ カッペリーニ
カニとルッコラの

フェットチーネ
かぼちゃのベーグル

きのことベーコンのタ

リアテッレ
きのこのカルボナーラ

きゅうりとトマトのサ

ンドイッチ
クリームジェノベーゼ クリームソースニョッキ

クリームチーズのラッ

プサンド
クリームリゾット

ココナッツカレー
サーモンとアボカドの

冷製パスタ
シェリー酒のボンゴレ

シナモンフレンチトー

スト
ジャーマンドッグ ショートパスタ

しらすと大葉の冷製パ

スタ

しらすのペペロンチーノ タコのアラビアータ ダルカレー チーズのショートパスタ チーズのラザニア チーズリゾット チキントマトのペンネ

チキンのパニーニ チキンのラップサンド チキンピラフ
ツナとアボカドのジェ

ノベーゼ

ツナと野菜のラップサ

ンド
トマトとチキンパスタ トマトナポリタン

ドリア トリュフのカルボナーラ
なすとチーズのボロ

ネーゼ

なすとトマトソースの

フジッリ
パイ バターチキンカレー

ハムとチーズのラップ

サンド

ハムと野菜のラップサ

ンド
ハンバーグカレー ハンバーグサンド ファルファッレ フジッリ プッタネス力

ベーコンとたまねぎの

アマトリチャーナ

ベーコンのアマトリ

チャーナ

ポルチーニのタリア

テッレ

ボロネーゼフェット

チーネ
マトンカレー マリナーラ ミートソースのラザニア

ミニトマトのペペロン

チーノ

リングイネ レタスドッグ
わたりがにのフェット

チーネ
温玉のカルボナーラ 海老カレー 海老のタリアテッレ

甘エビとトマトの冷製

パスタ

牛タンのナポリタン
厚切りベーコンのナポ

リタン
香味野菜の冷製パスタ 山菜カレー

小エビとトマトのジェ

ノベーゼ

照り焼きチキンのパ

ニーニ

照り焼きチキンバー

ガー

生ハムとタマゴのサン

ドイッチ

生ハムとチーズのサン

ドイッチ

生ハムとトマトのジェ

ノベーゼ
生麩ピザ 鉄板ナポリタン 納豆カレー 白ワインのボンゴレ

明太子のカルボナーラ 野菜とツナのパスタ 野菜のラップサンド 揚げニョッキ 揚げパスタ 和牛バーガー 和風スパゲティ

和風パスタ

◆ 洋食（おかず・その他）

なすオーブン焼き とんかつ定食 牛肉のアスパラガス巻 黒毛和牛のステーキ 豆腐ハンバーグ 和牛ステーキ キッシュ

牛フィレ肉 メンチカツ 和風ハンバーグ 海老フライ サーモンのステーキ サーモンのマリネ 鯛のカルパッチョ

鯛のムニエル 帆立フライ 合鴨ステーキ
牛肉のサイコロステー

キ
牛フィレステーキ サーロインステーキ チキンステーキ

チーズハンバーグ ヒレステーキ ビーフステーキ ポークステーキ ミートボール 和風おろしハンバーグ 海老グラタン

海老とかにのマカロニ

グラタン

海老のマカロニグラタ

ン
きのこグラタン シーフードグラタン

シーフードのマカロニ

グラタン
チキングラタン チーズグラタン

ナポリタンセット フィッシュナゲット ポテトグラタン ミートソースグラタン モーニングセット オードブル盛り合わせ きのこのパイ包み焼

牛すじの赤ワイン煮 牛肉の赤ワイン煮
牛ほほ肉の赤ワイン煮

込み
魚介のマリネ 仔牛のカツレツ 前菜盛り合わせ チーズフォンデュ
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生ハムとアボカドのマ

リネ
生ハムのマリネ パイ包み焼き

フォアグラのパイ包み

焼
豚肉のカツレツ 厚切りベーコン エッグカレー

海老のフリッター オニオンスライス カキフライ カニクリームコロッケ カニコロッケ 鴨のロースト ガーリックソテー

クリームコロッケ グラタン
コーンクリームコロッ

ケ
コーンビーフ 魚のフライ チキンカツ チキン南蛮

チーズオムレツ 照り焼きハンバーグ トマトクリームソース ハムエッグ ハムカツ ハンバーグ ヒレカツ

ビーフカツ ビーフシチュー フライ ベーコンエッグ ポテトコロッケ ポークカツ マカロニグラタン

ミックスフライ ミートパイ ミートローフ 洋食セット 洋風定食 ロースカツ ロースカツセット

ローストビーフ ロールキャベツ コース料理 食べ放題セット ディナーセットＡ ディナーセットＣ ディナーセットＢ

ディナーバイキング トッピング ビュッフェ メインディッシュ ランチコース ランチコースＡ ランチコースＢ

ランチセット ランチセットＡ ランチセットＣ ランチセットＢ ランチバイキング Ａコース Ｂコース

Ｃコース モーニングセット 野菜コロッケ かしわ西京漬焼き
玉ねぎとベーコンの

スープ

◆ 中華（ラーメン・その他）

インスタント・ラーメ

ン
海鮮チャンポン 替え玉 カレーラーメン キムチラーメン 九州とんこつラーメン 激辛ラーメン

五目そば 五目ラーメン 札幌味噌ラーメン サラダ冷麺 塩ラーメン 醤油ラーメン ジャージャー麺

担々麺 長崎ちゃんぽん チャーシュー麺 中華そば つけ麺 豚骨ラーメン ねぎラーメン

ピビン麺 麻婆ラーメン 味噌バターラーメン 味噌ラーメン もやしラーメン 焼豚 野菜ラーメン

ラーメン 冷麵 わかめラーメン ワンタンメン 揚げ春巻き 甘酢がけ肉団子 アワビの姿煮

あんまん 海老シュウマイ 海老チリ 海老にら饅頭 海老のチリソース 海老マヨネーズ 海鮮あんかけ焼きそば

海鮮おこげ かた焼きそば カニ玉 くらげの冷菜 黒酢の酢豚 五目おこげ 五目焼きそば

酸辣湯 四川風マーボー豆腐 シュウマイ 小籠包 酢豚 玉子スープ チャーシュー

中華粥 中華スープ 中華ちまき 中華丼 中華風スープ チンゲン菜のスープ煮 青椒肉絲

つばめの巣のスープ 点心 天津丼 天津飯 肉まん 八宝菜 春雨スープ

春巻き 棒棒鶏 フカヒレスープ フカヒレの姿煮 豚の角煮 豚まん 北京ダック

回鍋肉 麻婆豆腐 麻婆丼 麻婆茄子 麻婆春雨 焼きビーフン 焼飯

油淋鶏 ラーメン餃子セット
ラーメンチャーハン

セット
ワンタンスープ 海老のマヨネーズ炒め オイスター炒め

牛肉のオイスターソー

ス炒め

牛肉とピーマンの炒め

物

牛肉とニンニク茎の炒

め物
トマトと卵の炒め物

鶏肉のカシューナッツ

炒め
肉野菜炒め レバニラ炒め

豚肉とピーマンの炒め

物

揚げ餃子 あんかけチャーハン 海老チャーハン 海鮮チャーハン カニ玉チャーハン カニチャーハン 牛肉チャーハン

餃子 五目チャーハン 水餃子 高菜チャーハン 卵チャーハン チキンチャーハン チャーハン

ニラ焼き餃子 ふかひれ入り水餃子 豚キムチチャーハン 棒餃子 焼き餃子 焼豚チャーハン レタスチャーハン

肉餃子 玉子春巻 フカヒレ餃子 杏仁豆腐抹茶ソース添え カツラーメン
カニと野菜のあんかけ

炒飯
中華そば定食

点心盛り合わせ 冷やし担担麺セット 野菜餃子 野菜たっぷり皿うどん から揚げラーメン コーンラーメン ジャガイモ鶏肉炒め

セロリ炒め タンメン ちまき
チンゲン菜と春雨の

スープ
つばめの巣 トマトラーメン ニララーメン

ニラ水餃子 にんにくラーメン パーコー麺 ふかひれ入り蒸し餃子 帆立のクリーム煮 もやしのスープ ワンタン

伊勢海老のチリソース煮 塩バターラーメン 火鍋 海鮮春巻き 海老と枝豆の春巻 海老春巻き 海老水餃子

海老入り肉まん
牛肉とマカダミアナッ

ツ炒め
牛肉ブロッコリー炒め 鶏とふかひれのスープ

鶏肉とチンゲン菜の

スープ煮
鶏肉ピーナツ炒め 胡麻ラーメン

五目蒸し餃子
高菜とじゃこのチャー

ハン
手羽餃子 汁なしラーメン 蒸し鶏の中華胡麻ソース 蒸し餃子 辛味噌ネギラーメン

辛味噌ラーメン 青菜炒め 東坡肉 納豆ラーメン 梅と高菜のチャーハン 白味噌ラーメン 味玉ラーメン

餅入りラーメン 野菜チャーハン 野菜と豚肉のスープ 野菜のスープ煮 油そば 蓮の実シュウマイ 餃子ラーメン

◆ 焼肉・その他各国料理

牛バラ肉 牛ヒレ肉 牛ミノ 牛モモ肉 牛ロース 黒毛和牛 サガリ

但馬牛 テッチャン 特選和牛 中落ちカルビ 骨付きカルビ 豚の肩肉 タン

ハラミ ホルモン ミスジ ムネ モモ レバー ささみ

つくね 手羽先 鶏の手羽元 鶏のもも肉 焼肉定食 アクアパッツァ アヒージョ

アンチョビ 海の幸のパエリア オイルサーディン カルパッチョ 牛肉のカルパッチョ 魚介のカルパッチョ 白身魚のカルパッチョ

タコのカルパッチョ タパス ピクルス ピンチョス うにのムース 海老のマリネ 牡蠣のブイヤベース

カナッペ 鴨のテリーヌ 舌平目のムニエル 白身魚のムニエル パテ フォアグラのテリーヌ フォアグラのムース

フォンデュ ポトフ ポークのパイ包み焼 真鯛のポワレ 野菜のテリーヌ レバーのパテ レバーのムース

ケバブ シシカバブ タコス チリビーンズ トルコライス トルティーヤ ブリトー

ボルシチ ロコモコ 韓国冷麺 牛タン焼き 塩タン 上カルビ 上焼肉盛り合わせ

上レバー 生レバー ホルモン盛合わせ 焼肉 焼肉食べ放題 野菜盛り 石焼きビビンバ

海鮮チヂミ カクテキ キムチ キムチチヂミ キムチ盛り合わせ クッパ サムゲタン

スンドゥブ チゲ鍋 チヂミ チャプチェ チャンジャ トッポギ ナムル

ナムル盛合せ にらチヂミ ビビンバ 豚キムチ プルコギ ユッケ 海鮮フォー

キムチ鍋 牛肉のフォー タンドリー・チキン トムヤムクン 鶏肉のフォー ナシゴレン 生春巻き

© 2015 Uji Chamber of Commerce and Industry, All Rights Reserved.



宇治商工会議所　多言語メニュー作成　メニューリスト

フォー ベトナム風生春巻き ジャンバラヤ バーニャカウダ パインセオ ベトナム風サラダ

かごしま黒豚 ハチノス ほほ肉 ミノ 牛リブロース 上サーロイン 上ハラミ

上ミノ 上牛ロース 特選和牛ハラミ 豚タン 豚のロース 豚ハラミ 豚肩ロース

和牛センマイ刺し 和牛上塩タン イカスミのパエリア イチボ オイキムチ
オマール海老のブイヤ

ベース
ガパオ

カムジャタン きのこのフォー クスクス コムタン サーモンのカルパッチョ サムギョプサル サルシッチャ

シャキシャキ野菜のタ

コス
シュリンプのタコス ジュレ スパイシーフォー

スモークサーモンのバ

バロア
タッカルビ チーズ石焼ビビンバ

チキンのタコス チリコンカン ナチョス ねぎ塩タン バッファローチキン ビーフのタコス ビスク

フォアグラと大根のミ

ルフィーユ
ブカティーニ ベシャメルソース ホウレンソウのナムル ポークのタコス 帆立のカルパッチョ ホルモン塩焼き

まぐろとアボカドのカ

ルパッチョ
ユッケジャンクッパ ユッケジャンスープ 韓国うどん 魚介のテリーヌ 鶏レバーのムース 七面鳥の丸焼き

小松菜のナムル 生せんまい 生ハムのムース 特選焼肉盛り合わせ 明太子石焼ビビンバ

◆ 一品・軽食・サラダ・ご飯もの・汁物

おやき 飯蒸し イカめし お粥（梅） お粥（卵） おじや おにぎり

おにぎり（梅） おにぎり（おかか） おにぎり（昆布） おにぎり（鮭） おにぎり（ツナマヨ） おにぎり（野沢菜） おにぎり（明太子）

おにぎり（焼たらこ） かに雑炊 釜飯 かやくご飯 季節の炊き込みご飯 きのこごはん 栗ご飯

ご飯 五目釜飯 五目炊き込みご飯 しめじご飯 赤飯 そばめし 雑炊

玉子雑炊 鶏雑炊 ふぐ雑炊 鯛めし 炊き込みご飯 筍ご飯 卵かけご飯

天むす 七草粥 松茸ご飯 豆ご飯 麦とろ 焼きおにぎり（醤油） 焼きおにぎり（味噌）

あん肝ポン酢 イカの塩辛 お新香 おひたし かに酢 香の物 ざる豆腐

白子ポン酢 吸い物 酢の物 たこわさ 漬物盛り合わせ なすの揚げ浸し なすの一夜漬け

夏野菜ゼリー寄せ 冷やしトマト 冷奴 野菜の揚げ浸し わかめの酢の物 和え物
うざく（うなぎと胡瓜

の酢の物）

きんぴら 白和え ほうれん草のごま和え 万願寺唐辛子の焼き浸し あじの一夜干し いくらのしょうゆ漬 豚汁

はまぐりの吸い物 鱧のお吸い物 なすの揚げ出し あさりのお吸い物 あら汁 お吸い物 おつゆ

粕汁 肝吸い けんちん汁 しじみ汁 澄まし汁 豆腐とわかめの味噌汁 なめこの味噌汁

味噌汁 わかめと卵のスープ アワビステーキ 蟹かまぼこ かますの一夜干し さきいか 塩辛

しらす干し たい焼き とろ湯葉 ぬた マグロステーキ マグロの山かけ 炒り卵

えのきバター ゴーヤーチャンプルー 生姜焼 玉子炒め つくね焼き
つくね焼き（たれ・

塩）
つぼ焼き

なすのチーズ焼き なすの味噌炒め 豚肉のキムチ炒め 豚の生姜焼 ブリの照り焼 ベーコンのアスパラ巻 ホッケ開き

松風焼き めだま焼き もやし炒め 焼きじゃが 焼き豆腐 野菜炒め 炉ばた焼

揚げ煮 あさりの酒蒸し 飴煮 あら煮 いも煮 旨煮 おでんセット

かぼちゃの煮物 カレイの煮付 甘露煮 牛スジとモツの煮込み 牛すじの煮込み 鯉こく 根菜の煮物

こんぶ巻き ごぼう巻 里芋の煮っころがし 里芋の煮物 さばの味噌煮 白味噌の雑煮 雑煮

竹の子の土佐煮 筑前煮 ちくわぶ 土佐煮 肉じゃが 肉豆腐 煮込み

煮玉子 煮豆 ひじき煮 ひじきの炒め煮 豚の角煮 蒸し鶏 結びしらたき

餅入りきんちゃく もつ煮込み 卯の花 梅干し おでん オムライス 温前菜

かしわ かつお梅 じゃがバター 卵とじ 玉子焼き 大根おろし だし巻

伊達巻き つきだし 佃煮 ツナマヨ 鶏そぼろ 南蛮漬け 煮干し

みりん干し チーズ盛り合わせ オリーブの盛り合わせ 枝豆の豆乳スープ
オニオングラタンスー

プ
オニオンスープ 魚介類のブイヤベース

クラムチャウダー クリームシチュー コンソメスープ コールスロー コーンスープ
コーンポタージュスー

プ

チキンクリーム・スー

プ

チンゲン菜のクリーム

煮
トマトスープ ビシソワーズ 本日のスープ ポタージュ ミネストローネ 野菜スープ

ラタトゥイユ わかめスープ ジャーマンポテト スクランブルエッグ スライストマト ソーセージエッグ ソーセージ盛り合わせ

チキンナゲット 手作りソーセージ ハッシュドポテト フライドチキン フライドポテト
フランクフルトソー

セージ
フレンチフライ

フレンチフライ（チリ

ソース）
ほうれん草のソテー ポーチドエッグ マッシュポテト オニオンリング かぼちゃのポタージュ きゅうりのピクルス

チリポテト
フィッシュ•アンド•

チップス
海鮮サラダ カクテルサラダ かぼちゃサラダ 韓国風サラダ 季節の野菜サラダ

京水菜と豆腐サラダ グリーンサラダ コーンサラダ サラダ シーザーサラダ シーフードサラダ 野菜スティック

千切りキャベツ 大根サラダ 中華サラダ ツナサラダ 生ハムサラダ ニース風サラダ 豚しゃぶサラダ

ほうれん草と生ハムの

サラダ
本日のサラダ ポテトサラダ マカロニサラダ 水菜とじゃこサラダ 水菜と大根のサラダ ミックスサラダ

野菜盛り合わせ 和風サラダ 納豆ごはん 蟹しゃぶ おでん　卵 こんにゃく 大根

ちくわ はんぺん つみれ 野菜サラダ お茶漬け 燻製盛り合わせ クリームチーズ西京漬

陶板焼き 酢の物盛り合わせ ポップコーン ウィンナーポテト こぶのりまき
ちりめん山椒ごはん（味

噌汁・一品・漬物つき）
のりたま

日替わりご飯
ホットドック・ナゲッ

ト・ドリンクセット

ポップコーン・ドリン

クセット
揚げなすの甘酢あんかけ 冷や汁 冷前菜 筍の木の芽和え

あおさ汁 あさりの炊き込みご飯 あさり汁 あじの南蛮漬 いかのホイル焼 いかの一夜干し うどの酢味噌和え
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うどの木の芽和え えいひれ エリンギベーコン おにぎり（いくら） おにぎり（じゃこ） おにぎり（たらこ） おにぎり（ねぎ味噌）

おにぎり（海老マヨ） おにぎり（高菜） おろし お粥（鶏肉） かきたま汁 カジキ醤油漬 ガスパチョ

かつお大根 かにのサラダ かに釜飯 カボチャと豆乳のスープ カリカリチーズ カリカリチーズ揚げ きのこのスープ

きのこのミルクスープ きのこ汁 キムチ冷奴 クリームスープ ごはんセット
ごぼうと金時人参のき

んぴら
ごぼうのポタージュ

さつまいものフライド

ポテト

さつまいものポター

ジュ
さつまいもの煮物 さつま汁 しその実漬 じゃがいもの煮物 じゃがいもの揚げ煮

じゃこごはん
じゃことわかめと豆腐

のサラダ
じゃこサラダ スープ ずわいがにの味噌汁 そら豆の塩茹で たこしゃぶ

たこ飯 だし巻卵 たたききゅうり たまごサラダ たらの芽のベーコン巻き チーズの包み揚げ チーズ揚げ

チキンサラダ チャンプルー チョレギサラダ つみれ汁（味噌汁） トマトシチュー トマトと卵のスープ とろろごはん

なすのしぎ焼き なめこ汁 にんにくの芽と砂肝炒め のっぺい汁 バターコーン ハタハタ焼 はらこ飯

フルーツサラダ
フレッシュトマトのサ

ラダ
ポークチョップ 帆立のクリームスープ ホッケの一夜干し ポテトフライ ホルモン味噌炒め

マカロニポテトサラダ まぐろの醤油漬け ミミガー モツの味噌炒め ラフテー れんこん金平 わっぱ飯

鮎ご飯 塩キャベツ 茄子チーズ田楽 海藻サラダ かにの味噌汁 蟹汁 角煮

鴨ロースのサラダ 牛肉と野菜のうま煮 牛肉の旨煮 魚の煮付け 京唐菜のごま和え 京風サラダ 京風湯葉のカルパッチョ

鶏たたき 鶏肉ソテー 鶏肉のスープ 鶏飯 穴子飯 高菜とじゃこの炒めご飯 高野豆腐の含め煮

昆布の佃煮 菜の花の辛子和え 鮭の南蛮漬け 雑炊（うなぎ） 雑炊（かに） 山菜ごはん 山菜五目ごはん

枝豆のスープ 春雨サラダ 旬菜サラダ 小菜盛（香の物） 焼きちくわ 焼きはまぐり 焼きまんじゅう

焼き牡蠣 蒸し鶏サラダ 蒸し鶏の冷菜
新鮮野菜のシーザーサ

ラダ
深川飯 真鯛の塩麹漬け 身欠きにしん

酢だこ 水菜とベーコンのサラダ 水菜と貝柱のスープ 盛り合わせサラダ 青菜の煮びたし 切干し大根の煮物 丹波栗ご飯

地鶏の炭火焼 潮汁 豆とひじきの煮物 豆のスープ 豆乳クラムチャウダー 豆腐サラダ 豆腐チャンプル

豆腐と大根サラダ 豚肉の味噌炒め 納豆オムレツ 納豆の味噌汁 馬刺し盛り合わせ 白身魚昆布〆め 万願寺唐辛子のおひたし

味玉 明太ポテトチーズ焼き 野菜ときのこのスープ 野菜と豆のスープ 野沢菜のフリッター 薬膳スープ

デザート・ドリンク

◆ 抹茶・お茶を使ったもの

アイスウーロン茶 ウーロン茶 玉露 アイスグリーンティー 玄米茶 濃茶 昆布茶

新茶 ジャスミン茶 煎茶 そば茶 中国茶 日本茶 番茶

ほうじ茶 抹茶 抹茶ラテ 麦茶 お茶（緑茶） 宇治金時 宇治金時氷

白玉と抹茶白玉のあん

みつ
白玉抹茶あんみつ フルーツ抹茶あんみつ 抹茶アイスクリーム 抹茶小倉パフェ 抹茶カステラ 抹茶グラッセ

抹茶豆乳パフェ 抹茶のババロア 抹茶のパンナコッタ 抹茶パフェ 抹茶フロート お菓子付き抹茶 抹茶フォンデュ

ほうじ茶フォンデュ 抹茶パンケーキ 抹茶あわもち 抹茶ぜんざい 抹茶白玉ぜんざい 抹茶あんみつ 抹茶氷

抹茶ごま豆腐 抹茶ソフト 抹茶セット グリーンティー 抹茶カプチーノ アイス抹茶ラテ ほうじ茶ラテ

抹茶マキアート 抹茶豆乳 フローズン（抹茶） 宇治紅茶（hot/ice) 抹茶オーレ
宇治抹茶セット（お菓

子付）
抹茶くず湯

抹茶スムージー 抹茶と茶団子セット 抹茶ババロア 抹茶わらびもちパフェ あがり さんぴん茶
フルーツ抹茶クリーム

あんみつ

福茶

◆ デザート（甘味・和風）

あずきミルク あんみつ イチゴ氷 おしるこ カキ氷 栗入りしるこ クリームあんみつ

ごま団子 白玉 白玉あずき 白玉あんみつ 白玉入りしるこ 白玉ぜんざい しるこ

ぜんざい フルーツあんみつ
フルーツクリームあん

みつ

フルーツクリームみつ

豆
フルーツみつ豆 フルーツ盛り合わせ 水菓子（果物）

みつ豆 メロン氷 レモン氷 金時氷 ブルーハワイ氷 かき氷練乳がけ タイ焼き(餡子)

タイ焼き(クリーム) イチゴミルク氷 白玉だんご ほうじ茶かき氷 ミルク宇治金時氷 フルーツ杏仁 大福パフェ

団子（醤油味）

◆ デザート（スイーツ・洋風）

ベリーのパンケーキ フルーツのパンケーキ プレーンドーナツ 本日のパンケーキ チョコフォンデュ いちごアイス 苺ジェラート

苺のソース 苺のミルフィーユ 苺ムース オレンジシャーベット ガトーショコラ
キャラメルアイスク

リーム
キャラメルケーキ

キャラメル・ババロア クレープ クレームブリュレ 黒ごまアイスクリーム 黒ごまのババロア ケーキセット
ケーキセット（ケーキ

＆ドリンク）

コーヒーゼリー 塩キャラメルパフェ シフォンケーキ シュークリーム ショートケーキ 白玉パフェ ジェラート

スコーン ソフトクリーム チュロス チョコソフトクリーム チョコパフェ チョコレートアイス チョコレートケーキ

チョコレートソース チョコレートパイ チョコレート・スフレ チョコレート・ムース チーズケーキ ティラミス
バナナのパウンドケー

キ

バニラアイス ババロア パフェ パンナコッタ パンプキンパイ ピスタチオアイス
ピスタチオのジェラー

ト

フォンダンショコラ フルーツケーキ フルーツコンポート フルーツタルト フルーツポンチ フロート プリンアラモード

べイクド・チーズケー

キ
ベリーパフェ ホットケーキ 本日のデザート マンゴーパフェ マンゴープリン

ミックスソフトクリー

ム
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ミルフィーユ モンブラン ゆずシャーベット
ヨーグルトシャーベッ

ト

ラズベリー・チーズ

ケーキ
りんごのタルト レアチーズケーキ

ワッフル 杏仁豆腐 ぷりんパフェ ミニパフェ
日替わりスイーツセッ

ト
ブラウニー ワッフル　抹茶味

バニラソフトクリーム
ストロベリーソフトク

リーム

アイスクリーム　バニ

ラ

アイスクリーム　チョ

コレート

アイスクリーム　スト

ロベリー
ケーキ シャーベット

アイスクリーム　クッ

キー＆クリーム
黒蜜きなこアイス パイン串 ワッフル　珈琲味 カクテルゼリー キャラメルソース クランベリーソース

クリームチーズのムース クレープシュゼット コーヒーケーキ チョコマーブルアイス チョコ豆乳パフェ デザートビュッフェ トルテ

ブルーシールアイス フルーツジェラート ミルクソフトクリーム ムース ライスプディング ロールケーキ 豆花

豆花　黒蜜 豆花　小倉抹茶 豆乳のティラミス 豆乳レアチーズケーキ

◆ ドリンク（アルコール）

赤ワイン 熱燗 甘酒 泡盛 あんずサワー 一番搾り 芋焼酎

ウイスキー ウイスキーソーダ ウイスキーハイボール ウイスキー・サワー ウォッカ 梅サワー 梅酒

ウーロンハイ エビスビール オリジナル力クテル 角瓶 カシスウーロン カシスオレンジ
カシスグレープフルー

ツ

カシスソーダ 果実酒 カルーアミルク カルピスサワー カルーアソーダ カンパリオレンジ カンパリソーダ

缶ビール キリンラガービール キール 吟醸酒 クラフトビール 黒ビール 黒ラベル

グラス赤ワイン グラスシャンパン グラス白ワイン グラス生 グラスワイン グラッパ
グレープフルーツサ

ワー

桂花陳酒 黒糖焼酎 コニャック 米焼酎 酒 ザ・プレミアムモルツ シェリー酒

シャルドネ シャンディガフ シャンパン シャンパン（ボトル） シャーリーテンプル 紹興酒 松竹梅

焼酎 食後酒 食前酒 白酒 白ワイン 杏露酒 シークワーサーサワー

地酒 地ビール 純米吟醸酒 純米酒 純米大吟醸酒 醸造酒 ジントニック

ジンバック ジンフィズ ジンライム スクリュードライバー スコッチ
スパークリング白ワイ

ン

スパークリング赤ワイ

ン

スパークリングワイン スピリッツ スプモーニ スーパードライ 清酒 ソルティードッグ ソーダ割り

樽酒 ダイキリ 大吟醸酒 チューハイ テキーラ テキーラサンライズ デザートワイン

お屠蘇 どぶろく ドライマティーニ
生グレープフルーツサ

ワー
生ビール 生ビール（小） 生ビール（大）

生ビール（中） 生レモンサワー 日本酒
ノンアルコールカクテ

ル
ノンアルコールビール ハイボール ハウスワイン

発泡酒 バーボン 響（ひびき） ひやざけ ひれ酒 瓶ビール ビール

ピーチフィズ ファジーネーブル フルーツカクテル 葡萄酒 ブラッディマリー ブランデー
ブルーハワイ（カクテ

ル）

ホッピー ボジョレー ボトルワイン マッコリ マティーニ マルガリータ マンハッタン

水割り 麦焼酎 モスコミュール モヒート 森伊蔵 モルツ 山崎（やまざき）

山ぶどうサワー ライムサワー ラガー ラムコーク リキュール 緑茶ハイ りんごサワー

りんご酒 冷酒 レモンサワー ロゼワイン ロック ワイン ワインクーラー

ワイン（赤） ワイン（白） 梅酒　ロック 梅酒　水割り 梅酒　ソーダ割り ウイスキー　水割り ウイスキー　お湯割り

ウイスキー　ロック 焼酎お湯割り 焼酎水割り 日本酒　熱燗 日本酒　冷酒 日本酒　甘口 日本酒　辛口

酎ハイ　グレープフ

ルーツ
酎ハイ　レモン 酎ハイ　ウメ 酎ハイ　ウーロン茶 酎ハイ　カルピス 酎ハイ　柚子 チンタオビール

焼酎　ロック 焼酎　ソーダ割 ゆず酒 角 京の泉 京の地酒呑み比べ 清酒（上撰）

台湾ビール ライチ酒 酎ハイ　シークワーサー酎ハイ　すりおろし白桃酎ハイ　ライム 〆張鶴（しめはりつる） ウイスキーコーラ

エクストラコールド カクテル
カベルネ・ソーヴィニ

ヨン
カルーアウーロン カンパリトニック カンパリパイン キールロワイヤル

サンザシ酒 しそ焼酎 ジン ジンリッキー スイートワイン チャイナブルー ディタグレープフルー

デカンタ テキーラサワー ドライ・マンハッタン ぬる燗 バカルディー パッソアオレンジ ピーチツリーフィズ

ピニャ・コラーダ ピンクレディー フローズン生 ポートワイン ホワイト・レディー レッドアイ
越乃寒梅（こしのかん

ばい）

菊水（きくすい） 牛乳焼酎 古酒 山猿
十四代（じゅうよんだ

い）

上善如水（じょうぜん

みずのごとし）
竹鶴（たけつる）

低アルコールビール 白子酒 白州（はくしゅう） 八海山（はっかいさん） 百寿 富士山 魔王

老酒 澤乃井（さわのい） 獺祭（だっさい） お湯割り

◆ ソフトドリンク

アイスカフェオレ アイスカフェラテ アイスカプチーノ アイスキャンディー アイスクリーム アイスココア アイスコーヒー

炭焼きアイスコーヒー アイスティー アイスミルク アイスミルクティー アイスレモンティー アップルジュース アップルティー

アメリカン アールグレイ インスタントコーヒー ウィンナコーヒー エスプレッソ オレンジジュース オーガニックコーヒー

カフェインレスコー

ヒー
カフェオレ カフェラテ カプチーノ カルピス キャラメルマキアート 人参ジュース

くず湯 クリームソーダ グレープジュース
グレープフルーツ

ジュース
紅茶 コカコーラ ココア

コーヒー コーヒー牛乳 コーヒーフロート コーラ コーラフロート サイダー シークヮーサージュース
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ジュース ジンジャーエール ストロベリージュース
スパークリングウォー

ター
スポーツドリンク 炭焼きコーヒー ソーダ

炭酸水 ダージリン ティーフロート トマトジュース ドリップコーヒー ハーブティー バナナジュース

パインジュース フルーツジュース ブレンドコーヒー ペリエ ホットカフェオレ ホットコーヒー ホットティー

ホットミルク ホットミルクティー ホットレモンティー マンゴージュース 水出しアイスコーヒー 水出し紅茶 水出しコーヒー

ミックスジュース ミネラルウォーター ミルクティー メロンジュース メロンソーダ 野菜ジュース ゆずはちみつ

ラムネ りんごジュース レモネード レモンジュース レモンスカッシュ レモンティー ロイヤルミルクティー

ひやし飴
あめ湯（あたたかいひ

やしあめ）
果汁１００％ジュース クリームコーラ ティー・ラテ カフェ・モカ

エスプレッソ（シング

ル）

エスプレッソ（ダブ

ル）
タピオカドリンク スムージー カルピスソーダ

オリジナルブレンド珈

琲
カフェゼリー スムージー（マンゴー）

スムージー（ライチ） フローズン（いちご） フローズン（紅茶） フローズン（珈琲） フローズン（ショコラ）ライチ紅茶 ライチジュース

アイスウィンナーコー

ヒー

アイスロイヤルミルク

ティー
アイリッシュコーヒー アッサムティー アフタヌーンティー カフェ・コンパンナ さくら湯

シェイク セイロンティー ソーダ水 トニックウォーター ノンアルコール パイナップルジュース ブラックコーヒー

モカ ラテ・マキアート ルイボスティー 豆乳スムージー 濃縮ジュース

サービス

◆ 体験・教室

茶摘み 手もみ茶つくり 石臼引き体験 陶芸体験 絵付け ダンス教室 英会話教室

お菓子教室 料理教室 お点前教室 茶香服ゲーム（聞き茶） 茶道体験 染物体験 煎茶マナー

抹茶マナー お菓子教室 お琴のお稽古体験 煎茶づくり ほうじ茶づくり 野球教室

◆ その他サービス

車検 レンタカー 材料費込
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