
プラン A　【会席 8 品】＋【フリードリンク 6 種】＋【個室料】 　お一人様　10,000 円

■2017 年 11 月
向 かに酢和え
八寸 茶ぶり生子　柿白和え　氷頭 
椀物 カニ蕪蒸し仕立て
造り 三種盛り 
焼物 和牛ランプ肉　ロースト仕立て
 季節野菜を添えて
炊合 ぶり大根　揚げ牛蒡　ねじ人参 
御飯 かに御飯　香の物　かす汁 
甘味 季節のものを用いて

■2017 年 12 月
向 氷頭生酢　いくら
八寸 ふぐ皮ポン酢　あん肝から煮　甘海老
 ふぐから揚げ　だし巻　鰤てり焼　旬菜いろいろ
椀物 鰤一塩　淡雪仕立て
造り 三種盛り
焼物 和牛ランプ肉　ロースト仕立て
 季節野菜を添えて
炊合 鱈　酒蒸し　丸大根　柚子みそ
御飯 大根・人参・牛肉入りたきこみ御飯
 香の物　味噌汁
甘味 季節のものを用いて

○フリードリンク 6 種
ビール・日本酒・麦焼酎・芋焼酎・ウーロン茶・オレンジジュース

 

■2018 年 1 月
向 鮪　ぬた和え風
八寸 小鉢三種（黒豆煮　かに酢あえ　タラみぞれ合）
 あんこうから揚げ　春若芋　鰤から煮　金柑蜜煮など
椀物 甘鯛　蕪　みぞれ仕立て
造り 三種盛り
焼物 和牛ランプ肉　ロースト仕立て
 季節野菜を添えて
炊合 ふぐ　白菜　椎茸　柚子蒸し
御飯 焼きホタテ御飯　香の物
 かにすり流し　とき卵あんかけ
甘味 季節のものを用いて
　　

■2018 年 2 月
向 炙りたいらぎ貝
八寸 小鉢三種（つるの子豆煮　白魚玉〆　あん肝から煮）
 ふぐから揚げ　若サギ南蛮など
椀物 カニ茶巾豆腐　水菜
造り 三種盛り
焼物 和牛ランプ肉　ロースト仕立て
 季節野菜を添えて
炊合 てっちり
御飯 あさり御飯　香の物
 鰯のつみれ汁　大根　人参
甘味 季節のものを用いて
　　

プラン B　【会席 8 品】＋【フリードリンク 6 種】＋【個室料】 　お一人様　7,000 円

■2017 年 11 月
向 かに酢和え
八寸 茶ぶり生子　柿白和へ　氷頭
椀物 蕪　すり流し　たたき海老
造り 鰤　サラダ仕立て　柚子の香り
焼物 まながつを西京焼
炊合 ぶり大根　根野菜
御飯 かに御飯　香の物　かす汁
甘味 季節のものを用いて

■2017 年 12 月
向 氷頭生酢　いくら
八寸 ふぐ皮ポン酢　あん肝から煮　甘海老
 ふぐから揚げ　だし巻　鰤てり焼　旬菜いろいろ
椀物 鰤一塩　すまし仕立て
造り 鯛うす造り　いり酒
焼物 たら西京焼
炊合 かに蕪蒸し　銀あん仕立て
御飯 大根・人参・牛肉入りたきこみ御飯
 香の物　味噌汁
甘味 季節のものを用いて

○フリードリンク 6 種
ビール・日本酒・麦焼酎・芋焼酎・ウーロン茶・オレンジジュース 

 

■2018 年 1 月
向 鮪　ぬた和え風
八寸 小鉢三種（黒豆煮　カニ酢あえ　タラみぞれ和え）
 あんこうから揚げ　春若芋　鰤から煮　金柑蜜煮など
椀物 カニ半張むし仕立て　百合根
造り 二種盛り　鯛　鮪　紅白盛り
焼物 ふぐ柚あん焼
炊合 白菜と神戸ポーク　博多蒸し
 春雨　葱　青身
御飯 焼きホタテ御飯　香の物
 かにすり流し　とき卵あんかけ
甘味 季節のものを用いて

■2018 年 2 月
向 炙りたいらぎ貝
八寸 小鉢三種（つるの子豆煮　白魚玉〆　あん肝から煮）
 ふぐのから揚げ　若サギ南蛮など
椀物 カニ茶巾豆腐　水菜
造り 二種盛り　鯛　サーモン　サラダ仕立て
焼物 甘鯛　西京焼
炊合 大根　たら酒蒸し
 雲子　柚子みそかけ
御飯 あさり御飯　香の物
 鰯のつみれ汁　大根　人参
甘味 季節のものを用いて

日本料理　石庭　／　忘・新年会プラン　メニュー内容



プラン C　【会席 7 品】＋【ワンドリンク】＋【個室料】 　お一人様　5,000 円＜ランチのみ＞

■2017 年 11 月
向 かに酢和え　とんぶり
八寸 柿白和へ　茶ぶり生子　氷頭　ふぐから揚げ　鰤から煮など
椀物 蕪　すり流し
焼物 まながつを西京焼
炊合 豚しゃぶ　初雪仕立て
御飯 鰤三昧　にぎり
甘味 季節のものを用いて

■2017 年 12 月
向 胡麻豆腐　雲龍流し
八寸 小鉢と旬菜いろいろ
椀物 かに　すり流し　とき卵
焼物 たら西京焼
鍋 鰤しゃぶ　野菜いろいろ　春雨
御飯 かにちらし風
甘味 季節のものを用いて

○ワンドリンク　※下記から 1 つお選びください。
ビール・ノンアルコールカクテル・ウーロン茶

◆特典

【早期特典】11 月中・10 名以上のご予約で 1 名様無料！
【幹事特典】20 名様以上のご予約で 1 名様無料！
【個室無料】レストランの個室料が無料に！
【ディナータイムは集めてお得！】40 名様以上で “本醸造酒” を “吟醸酒” へグレードアップ！

※表示価格は税金・サービス料込み、お 1 人様料金でございます。

※旬の食材を使用しておりますので、料理内容を変更することがございます。

※個室の利用人数は、6 名様から 24 名様迄でございます。40 名様から 60 名様はホールを貸切利用いただけます。

※他の割引・特典との併用はいたしかねます。

※要予約。ご予約は前日の 21:00 まで、電話にて承ります。

※グループ全員でのご注文をお願いいたします。

※写真はイメージでございます。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前に係員にお申し付けください。

 

日本料理　石庭　／　忘・新年会プラン　メニュー内容

 

■2018 年 1 月
向 鮪　ぬた和え風
八寸 小鉢と旬菜いろいろ
椀物 かに半張むし仕立て　百合根
焼物 ふぐ柚あん焼
鍋 石狩鍋　石庭風
御飯 穴子　蒸し寿司
甘味 季節のものを用いて

■2018 年 2 月
向 炙りたいらぎ貝　菜種
八寸 小鉢と旬菜いろいろ
椀物 雲子　蕪すり流し仕立て
焼物 甘鯛　西京焼
鍋 河豚　てっちり
御飯 初午いなりと海鮮巻き
甘味 季節のものを用いて


