
♦石焼松花堂 Shokado-bento with stone grilled

seafood
・八寸 ・御造り ・炊合せ ・小鉢四種 ・海鮮石焼 ・茶碗蒸し

・味噌汁・香の物 ・御飯 ・水物 \3,800(￥4,514)

“Kikyo”

Shokado-bento

松 花 堂 

♦天麩羅松花堂 Shokado-bento with tempura

・八寸 ・御造り ・炊合せ ・小鉢四種 ・天麩羅・茶碗蒸し

・味噌汁・香の物 ・御飯 ・水物 \3,800(￥4,514)

“Kikyo”

♦特選国産牛サーロイン陶板焼松花堂

Shokado-bento with stone grilled seafood
Shokado-bento with Japanese beef sirloin toban-yaki 

・八寸 ・御造り ・炊合せ ・小鉢四種 ・国産牛陶板焼 ・茶碗蒸し

・味噌汁・香の物 ・御飯 ・水物 \4,200(￥4,989)

“Kikyo”

松花堂 

石焼 天麩羅 陶板焼 



 

(平日限定)  

♦みなと御膳“Minato”Lunch Set              

・小鉢・御造り・八寸盛・天麩羅 

・味噌汁・香の物・御飯・水物 \1,800(￥2,138) 

“Kikyo” 

Lunch Set Menu 

 

御 膳 料 理 (平日限定) 

♦特選海鮮丼 Bowl of Rice topped with Sashimi Set  

・小鉢・旬の海鮮丼・味噌汁・水物 \1,800(￥2,138) 

“Kikyo” 

みなと御膳 

特選海鮮丼 

天麩羅御膳 

♦天麩羅御膳 Deep-fried Seafood and Vegetable Set  

・小鉢・御造り・旬の天麩羅 

・味噌汁・香の物・御飯・水物 
\1,800(￥2,138) 

“Kikyo” 



 

(平日限定)  

♦みなと御膳“Minato”Lunch Set              

・小鉢・御造り・八寸盛・天麩羅・茶碗蒸し 

・味噌汁・香の物・御飯・水物 \2,200(￥2,613) 

“Kikyo” 

Lunch Set Menu 

 

御 膳 料 理 (土日祝限定) 

♦特選海鮮丼 Bowl of Rice topped with Sashimi Set  

・小鉢・旬の海鮮丼・茶碗蒸し 

・味噌汁・水物 
\2,200(￥2,613) 

“Kikyo” 

みなと御膳 

特選海鮮丼 

天麩羅御膳 

♦天麩羅御膳 Deep-fried Seafood and Vegetable Set  

・小鉢・御造り・旬の天麩羅・茶碗蒸し 

・味噌汁・香の物・御飯・水物 
\2,200(￥2,613) 

“Kikyo” 



 

(平日限定)  

♦鮨御膳 華 Sushi Set “HANA”(8kinds)           

・小鉢二種・鮨八種盛り・茶碗蒸し・天麩羅 

・味噌汁・水物 \2,800(￥3,326) 

“Kikyo” 

Lunch Set Menu 

 

御 膳 料 理 

♦鮨御膳 雅 Sushi Set “MIYABI”(10kinds)         

・小鉢二種・鮨十種盛り・茶碗蒸し・天麩羅 

・炊合せ・味噌汁・水物 \3,800(￥4,514) 

“Kikyo” 

■入荷状況により原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。 

 Menu items or products nay change based on the availability of ingredients. 

■メニューの表示金額はすべて別途税金とサービス料が加算されます。 

 All prices are subject to applicable tax and service charge. 

■すべて国産米を使用しています。 

 Rice product of Japan. 

鮨御膳 雅 



 

(平日限定)  

♦和牛サーロイン又は特選国産牛フィレ陶板焼御膳 

・八寸・御造り・和牛サーロイン又は特選国産牛フィレ肉 70ｇ 

・添え野菜・茶碗蒸し・味噌汁・香の物・御飯・水物 

 
\5,800(￥6,890) 

“Kikyo” 

Lunch Set Menu 

 

御 膳 料 理 

♦彩り御膳 Irodori Set (Shabu-shabu,Tempura and Sushi Set)          

・小鉢二種・国産牛しゃぶしゃぶ小鍋・天麩羅 

・鮨八種盛り・茶碗蒸し・味噌汁・水物 
\5,800(￥6,890) 

“Kikyo” 

彩り御膳 

陶板焼御膳 

Grilled wagyu beef sirloin or Japanese beef filet Set 

陶板焼御膳 





◆特選国産牛サーロイン陶板焼（70ｇ） ¥2,500（￥2,970）

Japanese beef sirloin toban-yaki

◆和牛サーロイン又は特選牛フィレ陶板焼（70ｇ）

Wagyu beef sirloin or Japanese beef filet toban-yaki

◆本日の焼魚 ¥1,800（￥2,138）

Grilled today's fish

◆海鮮石焼（海老・烏賊） ¥1,800（￥2,138）

Stone grilles seafood (Prawn, Squid)

◆小貝石焼 ¥1,800（￥2,138）

Stone grilled shellfish

◆季節の炊合せ ¥1,000（￥1,188）

Simmered seasonal dishes

◆鯛あら炊 （1/2）¥1,500（￥1,782）

¥2,300（￥2,732）Simmered sea bream head with soy sauce

◆天麩羅盛合せ ¥1,500（￥1,782）

Deep-fries Seafood and Vegetables

¥3,900（￥4,633）



 

 

♦蒲公英“Tanpopo” 

Appetizer, Sashimi, Steamed dish,Grilled dish, Deep-Fries,  

Miso Soup, Steamed rice and Japanese pickles, Dessert 

・前菜・旬の御造り・蓋物・焼八寸・揚物・留椀・香の物・御飯・水物 

\6,000(￥7,128) 

“Kikyo” 
♦夜桜“Yozakura” 

<前菜> 

・桜花豆腐 蛤と菜種のお浸し 

・Cherry flavored soybean curd 

・Simmered clam with rapeseed 

 

<御造り> 

・本日の御造り三種盛り あしらい一式 

Assorted seasonal sashimi (3 kinds), Soy sauce, Wasabi 

 

<蓋物> 

・鮎並葛叩き春野菜餡かけ 

Deep-fried greenling and spring vegetables with Japanese broth  

 

<焼八寸> 

・鰆蕗味噌焼き 

Grilled Spanish mackerel with butterbur flavor miso 

 

<揚物> 

・白海老と若牛蒡の掻揚 

Deep-fried white shrimp and young burdock 

 

 

<留椀替り> 

・桜蕎麦 

Cherry flavored hot soba with grated yam 

<食事> 

・海鮮蒸し寿司   

Steamed rice topped with seafood and vegetables 

<水物> 

・季節のデザート 

Seasonal fresh fruits 

Lunch Course Menu 

 

会 席 料 理 

\8,000(￥9,504) 




