2021年

5月1日〜 6月30 日

インフォメーション

「 孔 - KOH - 」￥7,000（￥8,470）
冷菜の盛り合わせ 銘々盛り／ふかのひれの姿煮込み／鰹のたたき 四川風ソース／海 老、帆 立貝柱と
アスパラガスの炒め／豚ばら肉のやわらか角煮 黒酢あんかけ／かに肉入り炒 飯／究極の杏仁豆 腐
ふかのひれやかに肉などの贅沢な素材と、鰹のたたきやアスパラガスといった旬の食材を組み合わせ、
初夏の魅力あふれる全7品のコース料理に仕上げました。風薫る季節の本格中国料理をお愉しみください。

「 翔 雲 〜初 鰹と 鮎 〜 」

「ランチオーダーバイキング」
大

￥7,500
（￥9,075）

￥2,900
（￥3,509）

人（中学生以上）

こども（４歳〜小学生）

先 付／長芋羹 いくら 山葵 割り醤油
煮物椀／すずき葛叩き 冬瓜 茗荷 柚子
造 り／鰹たたき 玉葱 葱 あしらい一式
焼 物／鮎炭火焼き 蓼おろし 酢取茗荷
凌 ぎ／海老と玉蜀黍のかき揚げ 抹茶塩
焚 物／丸茄子白味噌餡掛け 牛ロース炭火焼き 蓮餅
青唐 柚子
御 飯／新生姜御飯 三つ葉 香の物 赤出汁
菓 子／果物 ワインゼリー ミント

￥1,450
（￥1,754）

・三種冷菜盛り合わせ
・本日のスープ
・飲茶二種
・20種のメイン料理（麻婆豆腐、黒酢の酢豚、帆立貝柱の
甘辛ソース炒め、小海 老のマヨネーズソース、小海 老の
チリソース、鶏肉の唐揚げ、白身魚の切り身蒸し 葱醤油
ソース、海の幸のサラダ、小籠包、春巻、大根もち 等）
・炒飯または 麺
・10種のデザート（杏仁豆腐、マンゴープリン、タピオカ入り
ココナッツミルク、アイスクリーム、エッグタルト 等）
※2名様より承ります
※3歳までは無料

美しい赤身の初 鰹 のたたきをはじめ、香ばしい鮎の
炭火焼き、とろける味わいの牛ロースの焚物など、今
の時期ならではの美食をぜひご賞味ください。

※メイン料理のご注文はテーブルにて統一を

麻婆豆腐や黒酢の酢豚など定番人気メニューから、イカ
とにんにくの芽の炒めや10種のデザートまで、お好きな
メニューをできたて熱々で、お好きなだけご堪能いた
だけます。

室町御膳

「室町御膳」￥3,200（￥3,872）
前菜／造り／焼物／焚物／蒸物／揚物／御飯／菓子
ランチオーダーバイキング

翔雲 〜初鰹と鮎〜

前菜の小鉢からお造り、揚げたての天婦羅などを彩り
よく配し、茶碗蒸しやデザートまで様々なお料理をお
召し上がりいただける人気の御膳です。

ふかのひれ汁そばセット
~5/31限定

「入舟御膳」￥2,000（￥2,420）

「ふかのひれ汁そばセット
／ふかのひれ丼セット」

前菜／造り／焼物／焚物／揚物／御飯／菓子

各￥2,900
（￥3,509）各種割引対象外

「松花堂弁当」￥2,500（￥3,025）

ふかのひれ汁そば（炒飯・デザート付き）
ふかのひれ丼（海の幸のサラダ・デザート付き）

松花堂弁当［口取り・造り・焚物・御飯］／
味噌汁／揚物／菓子

今 年 の涼 麺は 、 6 月1 日（火）より
しゅ

平日ランチ限定

ご予約制

炒飯・デザート付き

「涼麺セット」
各￥1,600
（￥1,936）
各種割引対象外

毎年好評の涼麺は、
五目、
担 々 麺 風 、和 牛し ゃぶ
しゃぶの3種からお選び
いただけます。

らく

しゅ

しゅ

酒楽 酒趣

〜日本酒を楽しむ美食のひととき〜
朱桃
すもも

「 朱 桃 」￥4,500（￥5,445）
冷菜の盛り合わせ 銘々盛り／ふかのひれの姿煮込み／小籠包／小海 老の
XO醤炒め／黒酢の酢豚／かに肉とレタスの炒飯／究極の杏仁豆腐

ふかのひれから究極の杏仁豆腐まで桃李の人気メニューが一堂に会した、
お得なランチ限定コース。
ランチ11:30〜14:30（L.O.）／ディナー17:30〜20:30（L.O.）

TEL.075 - 371- 0141（直通）〔テーブル席／カウンター席／個室4室〕

ご予算に応じて各種宴会承ります。 個室は別途、
ご利用料金を頂戴しております。

晴嵐

江井ヶ嶋酒造 株式会社

せ いらん

株式会社 京都ホテルの創業と同じ1888年に設立
された江井ヶ嶋酒造は、130年を超える歴史の中で
日本酒だけにとどまらず、ワインやウイスキーなどの
開発にも積極的に取り組まれております。

「 晴 嵐 」 ￥4,500（￥5,445）
前菜／煮物椀／造り／焼物／凌ぎ／焚物／御飯／菓子

今 が 美 味しいす ずきの油 焼きや、初夏の到来を知らせる新生姜 御 飯
といった旬の食 材の数々を、丁寧に調理し会席に盛り込みました。

6月13日（日） 時 間 17: 30~20 : 00

ご昼食11:30〜14:30（L.O.）／ご夕食17:30〜20:30（L.O.）

TEL.075 - 371- 0140（直通）〔テーブル席／カウンター席／個室4室〕

￥11,000

お料理・日本酒・消費税・サービス料込 各種割引対象外

※ご夕食はご予約制

ご予算に応じて各種宴会承ります。 個室は別途、
ご利用料金を頂戴しております。

TEL.075 - 371- 0142（直通）
営業日が変わりました

水〜土曜日 17:30〜22:30（L.O.）

季節のおすすめカクテル
初夏に美味しい果実感たっぷりの
フルーツカクテルをご用意いたしました。

美味しいビールで乾杯できる喜びを!!

2021サマービアホール！

7月1日（木）〜8月31日（火）

除外日： 8月11日（水）〜8月16日（月）

雨が降っても大丈夫‼ 安心・安全・美味しいを
テーマに、ゆとりある空 間で冷えたビールと
美しく盛り合わせたプレートディナーをご用意
し、みなさまのお越しをお待ちしております。

特典1

通常大人
➡
￥5,000

前売券 ￥4,500

前売 券 好評販 売中!!

特典2

当日

協賛：キリンビール株式会社

浴衣でお越しの方 特別料金 ￥4,700

会

場

時

間 【月〜土】18:00~20:30（L.O.）/最終入店20:00
【 日・祝 】17:30~20:00（L.O.）/最終入店19:30
※2時間制（フリードリンクは90分）

からすま京都ホテル 宴会場

料

金

通常大人 ￥5,000

毎週火曜日は感謝DAY【詳しくはお問い合わせください】
表示金額は1名様料金、消費税・サービス料を含みます

①メロンロワイヤル
②パイナップルモヒート
③アプリコットサンライズ

￥1,400
（￥1,694）

〈ご予約・お問い合わせ〉宴会予約係

各種割引対象外

0120 - 366 - 641（10 : 00〜17: 00）

￥1,200
（￥1,452）
￥1,200
（￥1,452）

ホテルゆかりの渋沢栄一をイメージしたカクテル

フリー
ドリンク
付き

― 母 の日・父の日のお 集まりにも―

レストラン個室プラン

HBAマスターバーテンダー森口 仁が京都ホテル
設立にも縁のある渋沢栄一をイメージし、雨の

後の空のような青色に、困難を乗り越え未来を

切り開 いていきたいという願 い を重 ねて考 案
いたしました。ノンアルコールカクテルは和食

「入舟」
・中国料理
「桃李」
でもご注文いただけます。
うか てん せ い

「雨過天青」

1週間前までのご予約で1品プレゼント!

￥1,200
（￥1,452）

雨過天青ノンアルコール ￥800
（￥968）

「桃李 個室プラン」

￥6,000 ￥7,500 ￥9,000
TEL.075 - 371- 0141（直通）
4名様より

お顔合わせ・会食にもおすすめ

「入舟 個室プラン」

￥5,500 ￥6,500

￥7,500

TEL.075 - 371- 0140（直通）

お料理・フリードリンク・個室料・消費税・サービス料込

各種割引対象外

写真はすべてイメージです。（ ）
内の表示金額は、
消費税・サービス料を含みます。 表示金額は1円未満を切り捨て表示いたしております。 レジ金額と差異の出る場合がございますので、
予めご了承ください。
2021年5月1日
（土）
〜6月30日
（水）
までのご案内となっております。

G-Gr-21-04-13000

