
　　　の商品はテイクアウトは当日12時まで、デリバリーは前日12時まで受付可能。ただし公式サイトからのオンライン予約は2日前の12時までとなります。　　　 の商品はテイクアウト・デリバリーともに2日前の12時まで受付可能。　　　 の商品はテイクアウト・デリバリーともに3日前の12時まで受付可能。　※特別な記述が
ない限り1名様分です。　※各メニューのアレルギー情報（特定原材料7品目）は公式サイトをご確認ください。　※国内産のお米を使用しております。　※表示金額は消費税を含みます。　※大量注文の場合は事前にお問い合わせください。　※写真はすべてイメージで、食器類は付属しません。　※一部商品は湯煎等、加熱して
お召し上がりください。　※掲載情報は2021年8月現在の情報です。内容は予告なく変更となる場合がございます。

季節の炊き込み御飯（1.5合）☆
天ぷら丼
鰻重（国産鰻）
鯖寿司

・・・・・・・・・・・・・・・・・   2,376円～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   2,700円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   4,860円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   2,376円
☆印の商品は季節により内容・金額が変わります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

京料理 入 舟
TEL.075-254-2537

季節のお弁当☆
和食前菜盛り合わせ☆
おばんざい盛り合わせ☆
すっぽん小鍋仕立て
ちらし寿司
伝統の逸品  季節の御椀☆
季節の焚き合わせ☆

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   5,400円～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   3,240円～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   2,700円～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   3,780円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   2,700円

・・・・・・・・・・・・・・・・・   2,376円～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   2,376円～

２
日
前 

12
時
ま
で

11:30~14:30
17:30~19:00

鯖寿司すっぽん小鍋仕立ておばんざい盛り合わせおばんざい盛り合わせ

和風ステーキ丼
和牛ハンバーグステーキ 温野菜添え
  パン または ライス付き
ビーフストロガノフ サフランライス添え
黒毛和牛ビーフカレー ライス付き
黒毛和牛ビーフシチュー パン または ライス付き
小海老と帆立貝柱のマカロニグラタン
シーフードピラフ
漬物ピラフ
和風茸パスタ
カットケーキ各種
（ショートケーキ・オペラ・タルトフロマージュ・モンブラン）

伝統のアップルパイ（カット）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,944円

・・・・・・   2,376円
・・・・・・   1,944円

・・・・・・・・・・・   2,376円
・・   2,376円

・・・・・・・   1,944円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,728円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,512円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,944円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  各 648円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・      756円

オードブル盛り合わせA （約5～6人前）
メニュー例：小海老のカクテルサラダ・魚のエスカベッシュ・
スモークサーモン・ハムとチーズのキッシュ など全6種

オードブル盛り合わせB （約5～6人前）
メニュー例：アボカドと小海老のキッシュ・鰯のイタリア風マリネ
合鴨の柚子風味・旬の果物と生ハムのピンチョス など全7種

国産牛のローストビーフ 1kg
オーストラリア産牛のローストビーフ 1kg
ローストチキン 1羽（国産鶏）
伝統のアップルパイ（ホール：直径約15㎝）
バースデーケーキ （直径約12㎝～）

・・・・・・・・・・   3,240円

・・・・・・・・・・   5,400円

・・・・・・・・・・・・・・・ 29,160円
・・・・・ 19,440円

・・・・・・・・・・・・・・・・   4,104円
・・・・・・・・・・   3,456円

・・・・・・・・・・・・・・   2,700円～

カフェ レックコート
TEL.075-254-2517

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
：
当
日 

12
時
ま
で　

デ
リ
バ
リ
ー
：
前
日 

12
時
ま
で

２
日
前 

12
時
ま
で

11:30~19:00

和風ステーキ丼 ビーフストロガノフ 漬物ピラフ

青鮫尾びれふかのひれの姿煮込み
かに肉入りふかのひれスープ
かにの爪の揚げもの（1ケ）
海老のマヨネーズソース和え（6尾）
海老のチリソース（6尾）
海老のⅩO醤炒め（6尾）
牛肉の細切りとピーマンの炒め
牛フィレ肉と白葱の炒め
酢豚
麻婆豆腐
かにたま
はるまき（3本）
肉まん（4個）
かにの卵のせシューマイ（4個）
海老入り蒸し餃子（4個）
かに肉入り炒飯
五目焼きそば
究極の杏仁豆腐
フルーツ入り杏仁豆腐
タピオカ入りココナッツミルク

・・・・・・・・・・ 10,800円
・・・・・・・・・・・・・・・   2,160円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,296円
・・・・・・・・・・・   4,536円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   4,536円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   4,536円

・・・・・・・・・・・・・   3,780円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   4,104円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   3,240円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   2,376円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   3,024円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      972円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1，296円

・・・・・・・・・・・・・・・      972円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,296円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,620円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,620円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      972円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,296円
・・・・・・・・・・・・・・      972円

中国料理 桃 李
TEL.075-254-2543

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
：
当
日 

12
時
ま
で　

デ
リ
バ
リ
ー
：
前
日 

12
時
ま
で

11:30~14:30
17:30~19:00

青鮫尾びれふかのひれの姿煮込み 海老のマヨネーズソース和え 酢豚

※湯煎や盛り付けなど簡単な調理で本格フレンチを愉しめます。
※旬の食材を使用しておりますので、季節によりメニュー内容が変わります。
　最新のメニュー内容につきましては公式サイトをご確認ください。

 3日前 12時まで

11:30~14:30
17:30~19:00

MENU 〈A〉 ・・・ 7,560円

オードヴル
スープ
魚料理
肉料理

国産牛バラ肉の煮込み
季節の野菜添え

パン
デザート

MENU 〈B〉 ・・・ 10,800円

シェフからの一皿
オードヴル
スープ
魚料理
肉料理

国産牛ロース肉のポワレ
季節のソースと野菜添え

パン
デザート

オードヴル一例魚料理一例

スカイレストラン ピトレスク
（フランス料理） 

TEL.075-254-2535

お届けイメージ

（　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　）

ローストビーフローストビーフ 伝統のアップルパイ伝統のアップルパイ バースデーケーキバースデーケーキ

ステーキ弁当「雅」ステーキ弁当「雅」

ステーキ弁当「雅」
国産牛120g使用
（フィレまたはサーロインからお選びいただけます）
御飯 / 香の物 / 旬の焼野菜 / ガーリックチップ

・・・・・・・・   4,860円

鉄板焼 ときわ
TEL.075-254-2536

11:30~14:30
17:30~19:00

テイクアウト：当日 12時まで　デリバリー：前日 12時まで


