
11:30 - 20:00 〈L.O.〉

SEASONAL MENU

ボタニカルティー付き
< ルイボス + ほうじ茶 >
<Rooibos + Roasted Green Tea>
香ばしいほうじ茶とルイボスの相性も抜群な
ブレンドティーです

旬彩プラッター＆ボタニカルティーセット
Seasonal Menu “SHUN-SAI”＆ Botanical Tea

・・・・￥3,200

※表示価格は本体価格です。別途消費税とサービス料 10％を頂戴いたします。
*The prices in the menu do not include tax. 
We will separately charge you consumption tax and a 10% service charge.

＊アレルギー表示につきましては別ページのご案内をご覧ください。
For further information on the indication of allergens,please s ee the description on another page.

数量
限定

玄米入り
ご飯

はじめの
ひとくちスープ

牛時雨煮
＆

べったら

鯛のフリット
トマトチリソース

ひじきの春巻き
スマック風味

紫キャベツのマリネ
苺のムース

牛のロースト
九条葱ソース

空豆と温泉玉子
パルミジャーノ

かぶのミートソース
グラタン



明治記念館のビーフカレーライス
Meiji Kinenkan’s Specialty Beef Curry and Rice

・・・・￥1,380

ボローニャ風スパゲティ
Spaghetti Bolognese

・・・・・・・・・・・・・￥1,380

季節のかき揚げ丼
和風コンソメスープの天茶スタイル
Seasonal vegetable tempura on Rice
with Japanese style consomme soup

・・・￥1,580

※表示価格は本体価格です。別途消費税とサービス料 10％を頂戴いたします。
*The prices in the menu do not include tax. 
We will separately charge you consumption tax and a 10% service charge.

＊アレルギー表示につきましては別ページのご案内をご覧ください。
For further information on the indication of allergens,please see the description on another page.

【スモールサラダ付き】

A La Carte
懐石料亭の味をお気軽に。「懐石料亭花がすみ」-季節の御献立-

豚肉の西京焼き御膳
Grilled pork with miso sauce
/side dish/salad/rice/miso soup/pickles

・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,880

合鴨と九条葱蕎麦膳
Duck and Japanese Kujo leek soba
/side dish/salad/pickles

・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,880

二八蕎麦
使用

If you order the above three dishes, you can have coffee by paying 200 yen. 
上記メニューをご注文で追加￥200にてコーヒーをお付けします

※表示価格は本体価格です。別途消費税とサービス料 10％を頂戴いたします。
*The prices in the menu do not include tax. 
We will separately charge you consumption tax and a 10% service charge.

＊アレルギー表示につきましては別ページのご案内をご覧ください。
For further information on the indication of allergens,please see the description on another page.

冷 温または

季節の蒸籠御膳
Seasonal steamed rice
/side dish/salad/miso soup/pickles

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,880

」 

玄米入り
ご飯使用

玄米入り
ご飯使用真鯛の蒸籠御膳 5月31日(日)迄

WASHOKU



お客様各位

D e a r  C u s t o m e r

【メニュー表記につきまして】
※表示価格は本体価格です。別途消費税とサービス料10％を頂戴いたします。
※諸事情により内容が一部変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。
※アレルギー表示につきましては、仕入れた食品の表示をもとに、7品目の特
定原材料「卵・小麦・乳・えび・かに・そば・落花生（ピーナッツ）」と肉類3
品目「牛肉・豚肉・鶏肉」のみ記載しております。また日替わりのメニューや
お飲物など、一部アレルギー表示の記載のないメニューもございますので、食
物アレルギーをお持ちのお客様がいらっしゃる場合は、スタッフまでお声掛け
ください。
なお、厨房内の調理器具は共用しており、全ての食材を同一の環境で調理いた
しますので、意図せず表示のない食材が混入する場合がございます。（コンタミ
ネーションに関しては十分な対応ができません）

[Regarding the indication of the menu]
*The prices in the menu do not include tax. 
We will separately charge you consumption tax and a 10% service charge.
*Some contents may be changed according to situations. 
*The photo shows an example.
*As for the indication of allergens, we indicate the 7 specified ingredients 
(egg, wheat, milk, shrimp, crab, buckwheat, and peanut) and the 3 kinds of 
meat (beaf, pork, and chicken) only with reference to the labels of procured 
food products. For daily specials, drinks, etc., allergens are not indicated. If 
any of you have a food allergy, please ask our staff. 
Please note that the cooking untensils in our kitchen are shared and all 
ingredients are cooked in the same environment, so there is a possibility 
that our dishes will include unindicated ingredients before cooks notice. 
(Measures against contamination are not sufficient.) 
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牛肉
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A La Carte

牛サーロインステーキ丼もろみ味噌ソース
Sirloin steak on Rice with  'moromi miso'  Sauce

・・・￥3,200

茶巾仕立てのオムライス
Omelet Rice

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,380

If you order a la carte dish, you can have coffee by paying 200 yen. 
アラカルトメニューをご注文で追加￥200にてコーヒーをお付けします

※表示価格は本体価格です。別途消費税とサービス料 10％を頂戴いたします。
*The prices in the menu do not include tax. 
We will separately charge you consumption tax and a 10% service charge.

＊アレルギー表示につきましては別ページのご案内をご覧ください。
For further information on the indication of allergens,please see the description on another page.


