
お申込みは P8 以降にあるお申込書にご記入の上、FAX で送信してください。

料理旅館 枕川楼  団体様昼食メニュー 一覧

国内団体様向け

お申込み・お問合せ

団体様メニューには「国内向け」「海外向け」「ベジタリアン向け」がございます。
それぞれのバリエーションや追加メニューもご用意しております。

〒601-0713 京都府南丹市美山町中上前26　TEL 0771-77-0003  FAX 0771-77-0320
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P4

・あっさり鍋御膳
・天麩羅御膳
・更にもう一品追加メニュー

P7

P7

・Vegan menu / 菜食御膳 
・Veganmenu+Vegetable tempura
  菜食御膳（野菜天ぷら付き） 

Menu for inbound tours / 海外団体様向け

P5

P6

P7

・JAPANESE HOT POT LUNCH SET
  和風鍋御膳

・JAPANESE TEMPURA LUNCH SET
  和風天ぷら御膳

・Additional dish
  更にもう一品追加メニュー

Vegan Menu / ベジタリアンメニュー

TEL 0771-77-0003    FAX 0771-77-0320
chinsen-miyama@kagoya.net



国内団体様向け あっさり鍋御膳　

あっさり鍋御膳 お鍋変更メニュー

1,800 円（税込 1,980 円）

あっさりとお召し上がりいただけるお鍋に美山卵の茶碗蒸し。
お手軽に、リーズナブルにお楽しみいただくならばこちらを。

◆豚肉とうどんのあっさり鍋（※）　◆焚き合わせ　

◆地たまごの茶碗蒸し　◆白御飯　◆味噌汁　◆香物

（※）お鍋は以下のように変更可能です。

また更に一品追加メニューもございます。（P4 参照）

あっさり鍋御膳
[ 京地鶏鍋 ]

2,240 円（税込 2,464 円）
歯ごたえのある地鶏のお鍋

あっさり鍋御膳
[ 京美白どり鍋 ]
2,020 円（税込 2,222 円）
やわらかな美山の鶏のお鍋

あっさり鍋御膳
[ ぼたん鍋 ]

3,010 円（税込 3,311 円）
味噌出汁のいのししのお鍋

あっさり鍋御膳
[ 京地鶏すきやき ]
2,350 円（税込 2,585 円）

歯ごたえのある地鶏のすきやき

あっさり鍋御膳
[ 京美白どりすきやき ]
2,130 円（税込 2,343 円）

やわらかな美山の鶏のすきやき

あっさり鍋御膳
[ 牛すきやき ]

3,340 円（税込 3,674 円）
霜降り黒毛和牛のすきやき

あっさり鍋御膳
[ 海鮮鍋 ]

2,240 円（税込 2,464 円）
数種類の魚のお鍋

P2



P3

国内団体様向け 天麩羅御膳

天麩羅御膳 お鍋追加メニュー

2,000 円（税込 2,200 円）

季節のお野菜と海老の天麩羅がメイン。美山卵の茶碗蒸しと
お蕎麦もセットの御膳です。

◆天麩羅　◆京そば　◆焚き合わせ　◆地たまごの茶碗蒸し　

◆白御飯　◆味噌汁　◆香物

（※）こちらのセットに以下のように各種お鍋を付けたメニューがございます。

また更に一品追加メニューもございます。（P4 参照）

天麩羅御膳
[ 京地鶏鍋 ]

3,100 円（税込 3,410 円）
歯ごたえのある地鶏のお鍋

天麩羅御膳
[ 京美白どり鍋 ]
2,880 円（税込 3,168 円）
やわらかな美山の鶏のお鍋

天麩羅御膳
[ ぼたん鍋 ]

3,870 円（税込 4,257 円）
味噌出汁のいのししのお鍋

天麩羅御膳
[ 京地鶏すきやき ]
3,210 円（税込 3,531 円）

歯ごたえのある地鶏のすきやき

天麩羅御膳
[ 京美白どりすきやき ]
2,990 円（税込 3,289 円）

やわらかな美山の鶏のすきやき

天麩羅御膳
[ 牛すきやき ]

4,200 円（税込 4,620 円）
霜降り黒毛和牛のすきやき

天麩羅御膳
[ 豚の白味噌鍋 ]
2,770 円（税込 3,047 円）

京風のまろやかな白味噌出汁のお鍋

天麩羅御膳
[ 海鮮鍋 ]

3,100 円（税込 3,410 円）
数種類の魚のお鍋



P4

子供会席  4,400 円（税込 4,840 円）（写真左）
茶碗蒸し / 焼物 / 牛陶板焼き / うどん / 御飯 / 水物

お子様プレート  1,650 円（税込 1,815 円）
チキンナゲット / ポテト / うどん / たまご / ハンバーグ / おにぎり / ゼリーなど
（変更する場合がございます）

・温うどん   500 円（税込 550 円）  ・おにぎり 2個 200 円（税込 220 円）
 ・茶碗蒸し  400 円（税込 440 円）

国内団体様向け「あっさり鍋御膳」「天麩羅御膳」（各 お鍋のバリエーション含む）に以下のメニューを追加できます。

だし巻き
300 円（税込 330 円

海老天ぷら
600 円（税込 660 円）

鯉の造り
500 円（税込 550 円）

鶏のから揚げ
500 円（税込 550 円）

国内団体様向け 更にもう一品追加メニュー

お子様のメニューはお好みにより組み合わせしていただきます。

国内団体様向け お子様向けメニュー国内団体様向け

ほうじ茶プリン
300 円（税込 330 円）

( 春冬限定 ) 天子の塩焼
900 円（税込 990 円）

( 夏限定 ) 天然鮎塩焼き
1,500 円（税込 1,650 円）

( 夏限定 ) 鮎ごはん
500 円（税込 550 円）

( 秋限定 ) 松茸天麩羅
1,200 円（税込 1,320 円）

( 秋限定 ) 松茸ごはん
500 円（税込 550 円）

( 秋限定 ) 松茸土瓶蒸し
1,500 円（税込 1,650 円）

(秋限定)美山産松茸土瓶蒸し
5,000 円（税込 5,500 円）



※お鍋は以下のように変更可能です。また更に一品追加メニューもございます。（P7 参照）

海外団体様向け

JAPANESE HOT POT LUNCH SET / 和風鍋御膳

arious pot ingredients available / このメニューのお鍋を変更できます。

1,800yen without tax（税別） / 1,980yen including tax（税込）

◆豚肉と鶏だんごのうどん鍋　◆鴨スモーク　◆枝豆　◆だし巻き卵　◆茶碗蒸し　

◆白御飯　◆味噌汁　◆香物

◆Pork and chicken dumpling hot pot (Udon noodles are available to add in your hot pot.)

◆Smoked wild duck breast ◆Edamame Green soybeans  ◆Rolled dashi omelet 

◆Steamed savory egg custard ◆Rice ◆Miso soup ◆Pickles

JAPANESE LUNCH SET
[ Chicken hot pot ]

2,075yen(without tax) 2,282yen（tax included)

和風鍋御膳 - 鶏鍋
2,075 円（税込 2,282 円）

JAPANESE LUNCH SET
[ Chicken sukiyaki ]

2,185yen(without tax)  2,403yen（tax included)

和風鍋御膳 - 鶏すきやき鍋
2,185 円（税込 2,403 円）

JAPANESE LUNCH SET
[ Beef sukiyaki ]

3,395yen(without tax)  3,734yen（tax included)

和風鍋御膳 - 牛すきやき鍋
3,395 円（税込 3,734 円）

JAPANESE LUNCH SET
[ Wild boar hot pot ]

3,065yen(without tax)  3,371yen（tax included)

和風鍋御膳 - いのしし鍋
3,065 円（税込 3,371 円）

JAPANESE LUNCH SET
[ Seafood hot pot ]

2,295yen(without tax)  2,524yen（tax included)

和風鍋御膳 - 海鮮鍋
2,295 円（税込 2,524 円）

P5

Menu for inbound tours



※お鍋は以下のように変更可能です。また更に一品追加メニューもございます。（P7 参照）

海外団体様向け

JAPANESE TEMPURA LUNCH SET / 和風天ぷら御膳　

arious pot ingredients available / このメニューのお鍋を変更できます。

2,000yen without tax（税別） / 2,200yen including tax（税込）

◆海老と鶏肉と野菜の天ぷら　◆うどん　◆鴨スモー　◆枝豆　◆だし巻き卵　

◆茶碗蒸し　◆白御飯　◆味噌汁　◆香物

◆Shrimpand chicken and vegetable tempura ◆Hot udon 

◆Smoked wild duck breast ◆Edamame Green soybeans  ◆Rolled dashi omelet 

◆Steamed savory egg custard

JAPANESE TENPURA LUNCH SET
[ Chicken hot pot ]

2,880yen(without tax)  3,168yen（tax included)

和風天ぷら御膳 - 鶏鍋
2,880 円（税込 3,168 円）

JAPANESE TENPURA LUNCH SET
[ Chicken sukiyaki ]

2,990yen(without tax)  3,289yen（tax included)

和風天ぷら御膳 - 鶏すきやき鍋
2,990 円（税込 3,289 円）

JAPANESE TENPURA LUNCH SET
[ Beef sukiyaki ]

4,200yen(without tax)  4,620yen（tax included)

和風天ぷら御膳 - 牛すきやき鍋
4,200 円（税込 4,620 円）

JAPANESE TENPURA LUNCH SET
[ Wild boar hot pot ]

3,870yen(without tax)  4,275yen（tax included)

和風天ぷら御膳 - いのしし鍋
3,870 円（税込 4,275 円）

JAPANESE TENPURA LUNCH SET
[ Seafood hot pot ]

3,100yen(without tax)  3,410yen（tax included)

和風天ぷら御膳 - 海鮮鍋
3,100 円（税込 3,410 円）

JAPANESE TENPURA LUNCH SET
[ Pork hot pot ]

2,770yen(without tax)  3,047yen（tax included)

和風天ぷら御膳 - 豚鍋
2,770 円（税込 3,047 円）

P6

Menu for inbound tours



P7

海外団体様向け「和風鍋御膳」「和風天麩羅御膳」（各 お鍋のバリエーション含む）に以下のメニューを追加できます。

Additional dish / 更にもう一品追加メニュー
海外団体様向け

Menu for inbound tours

1,800yen without tax（税別） / 1,980yen including tax（税込）

◆野菜と豆腐のうどん鍋　◆ヴィーガンミート　◆枝豆　◆白御飯 ◆香物

◆Various vegetables and tofu hot pot.

(Udon noodles are available to add in your hot pot.)

◆Vagan meat ◆Edamame Green soybeans ◆Rice ◆Pickles

Rolled dashi omelet
300yen(without tax)
330yen（tax included)
だし巻き

300 円（税込 330 円）

Tempura
600yen(without tax)
660yen（tax included)
海老天ぷら

600 円（税込 660 円）

Sashimi
500yen(without tax)
550yen（tax included)
沖の造り

500 円（税込 550 円）

Sault-grille sweetfish.
(Availableonly in summer)
1,500yen(without tax)
1,650yen（tax included)

( 夏限定 ) 天然鮎塩焼き
1,500 円（税込 1,650 円）

Fried chicken
500yen(without tax)
550yen（tax included)

鶏のから揚げ
500 円（税込 550 円）

Hoji tea(roasted green 
tea)pudding

300yen(without tax)
330yen（tax included)
ほうじ茶プリン
300 円（税込 330 円）

ベジタリアンメニュー

Vegan menu / 菜食御膳 Vegan Menu

2,400yen without tax（税別） / 2,640yen including tax（税込）

◆野菜と豆腐のうどん鍋　◆野菜天ぷら　◆ヴィーガンミート　◆枝豆　

◆白御飯　◆香物

◆Various vegetables and tofu hot pot.

(Udon noodles are available to add in your hot pot.)

◆Vegetable tempura ◆Vagan meat ◆Edamame Green soybeans ◆Rice ◆Pickles

ベジタリアンメニュー

Vegan menu+Vegetable tempura / 菜食御膳（野菜天ぷら付き） Vegan Menu


