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宿泊のお客様の夕食メニュー宿泊のお客様の夕食メニュー宿泊のお客様の夕食メニュー宿泊のお客様の夕食メニュー■
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尚、宿泊以外のお客様にもご予約によりご用意致します。尚、宿泊以外のお客様にもご予約によりご用意致します。尚、宿泊以外のお客様にもご予約によりご用意致します。尚、宿泊以外のお客様にもご予約によりご用意致します。

Ａコース ５，０００ 円 Ｂコース ４，０００ 円 Ｃコース ３，０００ 円Ａコース ５，０００ 円 Ｂコース ４，０００ 円 Ｃコース ３，０００ 円Ａコース ５，０００ 円 Ｂコース ４，０００ 円 Ｃコース ３，０００ 円Ａコース ５，０００ 円 Ｂコース ４，０００ 円 Ｃコース ３，０００ 円■ ■ ■
一、食前酒 くずまきワイン 一、食前酒 くずまきワイン 一、食前酒 くずまきワイン一、食前酒 くずまきワイン 一、食前酒 くずまきワイン 一、食前酒 くずまきワイン一、食前酒 くずまきワイン 一、食前酒 くずまきワイン 一、食前酒 くずまきワイン一、食前酒 くずまきワイン 一、食前酒 くずまきワイン 一、食前酒 くずまきワイン

一、前菜 くずまき高原 一、前菜 くずまき高原 一、珍味 旬の物一、前菜 くずまき高原 一、前菜 くずまき高原 一、珍味 旬の物一、前菜 くずまき高原 一、前菜 くずまき高原 一、珍味 旬の物一、前菜 くずまき高原 一、前菜 くずまき高原 一、珍味 旬の物

５点盛り ３点盛り 一、小鉢 旬の物５点盛り ３点盛り 一、小鉢 旬の物５点盛り ３点盛り 一、小鉢 旬の物５点盛り ３点盛り 一、小鉢 旬の物

一、珍味 旬の物 一、珍味 旬の物 一、中鉢 旬の物一、珍味 旬の物 一、珍味 旬の物 一、中鉢 旬の物一、珍味 旬の物 一、珍味 旬の物 一、中鉢 旬の物一、珍味 旬の物 一、珍味 旬の物 一、中鉢 旬の物

一、小鉢 旬の物 一、小鉢 旬の物 一、揚物 天ぷら旬の物一、小鉢 旬の物 一、小鉢 旬の物 一、揚物 天ぷら旬の物一、小鉢 旬の物 一、小鉢 旬の物 一、揚物 天ぷら旬の物一、小鉢 旬の物 一、小鉢 旬の物 一、揚物 天ぷら旬の物

一、中鉢 旬の物 一、中鉢 旬の物 一、酢物 そばサラダ一、中鉢 旬の物 一、中鉢 旬の物 一、酢物 そばサラダ一、中鉢 旬の物 一、中鉢 旬の物 一、酢物 そばサラダ一、中鉢 旬の物 一、中鉢 旬の物 一、酢物 そばサラダ

一、揚物 天ぷら旬の物 一、揚物 天ぷら旬の物 一、造り 牛のタタキ一、揚物 天ぷら旬の物 一、揚物 天ぷら旬の物 一、造り 牛のタタキ一、揚物 天ぷら旬の物 一、揚物 天ぷら旬の物 一、造り 牛のタタキ一、揚物 天ぷら旬の物 一、揚物 天ぷら旬の物 一、造り 牛のタタキ

一、酢物 そばサラダ 一、酢物 そばサラダ 一、台物 くずまき高原一、酢物 そばサラダ 一、酢物 そばサラダ 一、台物 くずまき高原一、酢物 そばサラダ 一、酢物 そばサラダ 一、台物 くずまき高原一、酢物 そばサラダ 一、酢物 そばサラダ 一、台物 くずまき高原

一、造り 牛のタタキ 一、造り 牛のタタキ サーロイン陶板焼き一、造り 牛のタタキ 一、造り 牛のタタキ サーロイン陶板焼き一、造り 牛のタタキ 一、造り 牛のタタキ サーロイン陶板焼き一、造り 牛のタタキ 一、造り 牛のタタキ サーロイン陶板焼き

一、台物 くずまき高原牛 一、台物 くずまき高原牛 一、鍋 くずまき高原一、台物 くずまき高原牛 一、台物 くずまき高原牛 一、鍋 くずまき高原一、台物 くずまき高原牛 一、台物 くずまき高原牛 一、鍋 くずまき高原一、台物 くずまき高原牛 一、台物 くずまき高原牛 一、鍋 くずまき高原

サーロイン陶板焼き サーロイン陶板焼き フランス鴨鍋サーロイン陶板焼き サーロイン陶板焼き フランス鴨鍋サーロイン陶板焼き サーロイン陶板焼き フランス鴨鍋サーロイン陶板焼き サーロイン陶板焼き フランス鴨鍋

一、鍋 くずまき高原 一、鍋 くずまき高原 一、御飯 茸釜飯又は巻物一、鍋 くずまき高原 一、鍋 くずまき高原 一、御飯 茸釜飯又は巻物一、鍋 くずまき高原 一、鍋 くずまき高原 一、御飯 茸釜飯又は巻物一、鍋 くずまき高原 一、鍋 くずまき高原 一、御飯 茸釜飯又は巻物

フランス鴨鍋 フランス鴨鍋 一、香の物フランス鴨鍋 フランス鴨鍋 一、香の物フランス鴨鍋 フランス鴨鍋 一、香の物フランス鴨鍋 フランス鴨鍋 一、香の物

一、蒸し物 松茸茶碗蒸し 一、蒸し物 茶碗蒸し 一、水菓子一、蒸し物 松茸茶碗蒸し 一、蒸し物 茶碗蒸し 一、水菓子一、蒸し物 松茸茶碗蒸し 一、蒸し物 茶碗蒸し 一、水菓子一、蒸し物 松茸茶碗蒸し 一、蒸し物 茶碗蒸し 一、水菓子

一、御飯 松茸釜飯又は、 一、御飯 山菜釜飯又は一、御飯 松茸釜飯又は、 一、御飯 山菜釜飯又は一、御飯 松茸釜飯又は、 一、御飯 山菜釜飯又は一、御飯 松茸釜飯又は、 一、御飯 山菜釜飯又は

にぎり寿司 にぎり寿司にぎり寿司 にぎり寿司にぎり寿司 にぎり寿司にぎり寿司 にぎり寿司

一、香の物 一、香の物一、香の物 一、香の物一、香の物 一、香の物一、香の物 一、香の物

一、水菓子 一、水菓子一、水菓子 一、水菓子一、水菓子 一、水菓子一、水菓子 一、水菓子

一、甘味 くずまき高原一、甘味 くずまき高原一、甘味 くずまき高原一、甘味 くずまき高原

アイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリーム

※季節により料理内容が変わります。※季節により料理内容が変わります。※季節により料理内容が変わります。※季節により料理内容が変わります。


