
ランチメニュードリンクバー付

11:00～14:00

If you order the lunch menu, 
you can drink everything in no pay

一汁三菜御膳

大名丼・麺

当店では、厳選した新鮮な地場の食材を中心に使用し、
すべてのランチメニューを日本食文化伝統の「一汁三菜」形式でお召上がり頂きます。
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soup and 3 dish set menu

アレルギーのお客様におかれましては、従業員にお尋ねください。  To customers with allergies, Please ask the employee for more details.
価格は税込表示です。テイクアウトの場合も税込同一価格となっております。  All listed prices are including tax. The take awey case is also same.

江戸煎り酒仕込みの焼き魚
1,280円Grilled fish marinated in “Edo iri sake”

米麹糖蜜味噌仕込みの焼き魚
1,280円Grilled fish marinated with “komekoji toumitsu miso” glaze

国産豚肉の煎り酒生姜焼きと国産若鶏の唐揚げ

1,200円
Ginger pork marinated in “Edo iri sake”
  & Japanese style fried chicken

黒毛和牛の米麹糖蜜つくねと
　　国産若鶏の変わり揚げ 山椒風味
Wagyu black beef meatball with sweet and savory “komekouji” molasses 
   & deep fried chicken  with Japanese pepper 1,200円

国産豚タンの和風煮込み
　　皇居外苑貯蔵熟酢仕立て
Japanese pork tongue stew made with aged vinegar
   from the Kokyo Gaien National Garden 1,380円

1,200円
Deep fried Hachijo Island mackerel wrapped in shiso leaf 
   accompanied by minced meat cutlet

東京都八丈島産むろあじの青紫蘇揚げとメンチカツ

本日の一汁三菜御膳（日替り）
1,100円Today’s lunch. 

In our shop, we mainly use fresh homegrown food stuff that we selected carefully.
and you can have all the dishes in the Japanese traditional style.

LUNCH MENU

国産黒毛和牛の江戸煎り酒大名丼（和牛つくね）
Rice bowl with Edo Iri Sake Wagyu black beef meat balls 1,200円

海老と季節野菜の天ぷら大名丼 
　　江戸煎り酒と米麹糖蜜仕立て
Rice bowl with shrimp and seasonal vegetable tempura 
  with Edo iri sake sauce and  komekoji toumitsu syrup 1,200円
特製カレーライス 季節野菜を添えて
House made curry and rice & seasonal vegetables 980円

野菜カレーライス（ムスリム、ビーガン）
House made vegetable curry and rice for muslim and vegan 980円

特製カレーライス ヒレカツと季節野菜を添えて
House made curry and rice 
  with pork cutlet & seasonal vegetables 1,200円

季節の天ぷらうどん 江戸煎り酒仕立て
Udon noodles with seasonal tempura,  
  featuring "Edo iri sake" marinade 980円

季節の天麩羅大名丼 江戸煎り酒と米麹糖蜜仕立て
Rice bowl with seasonal tempura 
  with Edo iri sake sauce and  komekoji toumitsu syrup 1,200円

季節の天麩羅うどん 江戸煎り酒仕立て
Udon noodles with seasonal tempura,  
  featuring "Edo iri sake" marinade 980円

国産若鶏の米麹糖蜜照り焼き大名丼
Rice bowl with komekoji toumitsu chicken teriyaki 980円

皇居外苑



喫茶メニュー
DRINK MENU

ドリンクバー 380円
Free drink refills

甘味セット（皇居外苑どらやき＋ドリンクバー） 500円
Dorayaki cake set：Japanese pancake with sweet bean paste and free drink re-fills

抹茶セット（抹茶と和菓子） 1,000円
Matcha set：Matcha and Japanese sweets

野菜カレーライス（ムスリム、ビーガン） 980円
House made vegetable curry and rice for muslim and vegan

抹茶とバニラのアイスクリーム　
米麹糖蜜をかけて 600円
Matcha & vanilla ice cream with “komekoji toumitsu” molasses

14:00～15:00

8:30～11:00

LIGHT MEAL
軽 食

江戸煎り酒うどん（ドリンクバー付） 600円
“Edo iri sake” soup with udon noodles＋Free drink re-fills

アレルギーのお客様におかれましては、従業員にお尋ねください。  To customers with allergies, Please ask the employee for more details.
価格は税込表示です。テイクアウトの場合も税込同一価格となっております。 All listed prices are including tax. The take awey case is also same.

抹茶セットは、茶点て体験をコンセプトとして
茶師十段  酢田恭行氏が厳選した宇治抹茶を
お客様ご自身で点て、お飲みいただきます。
京都菓匠会の老舗『亀屋良長』の代表名菓と併せ
お楽しみください。

やすす だ ゆき

Please enjoy making tea

皇居外苑
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