四季御膳

懐石の選りすぐりを多彩な折に華やかに詰め合わせました︒

贅沢をふんだんに。
六歌仙

春の琴

寄せ紅梅【よせこうばい】 1,450 円［税別］
寸法 122 200 60

商品番号 24409

あやめ 1,000 円［税別］

寸法 115 195 60
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商品番号 24412

春がすみ【はるがすみ】 1,500 円［税別］
寸法 118 210 60

商品番号 24408

羽衣【はごろも】 1,300 円［税別］

寸法 120 200 60

商品番号 24411

春の琴【はるのこと】 2,100 円［税別］

寸法 145 220 60

商品番号 24407

ひとつ白梅【ひとつしらうめ】1,350円［税別］
寸法 168 168 60

商品番号 24410

京鹿子【きょうかのこ】 2,750 円［税別］
寸法 195 195 60

商品番号 24403

梅にしき【うめにしき】 1,600 円［税別］
寸法 168 168 60

商品番号 24406

鏡獅子【かがみじし】 2,750 円［税別］

寸法 190 190 60

商品番号 24402

紅ごよみ【べにごよみ】 1,850 円［税別］
寸法 185 185 60

商品番号 24405

◉ ご 接 待 や 役 員 会 ︑各 種 会 合 ︑法 事 等 ︑特 別 な 席 で の お も て な し に

技と心を尽くして
季節の素材を目と舌で味わう

六歌仙【ろっかせん】 3,200 円［税別］

寸法 188 278 60

商品番号 24401

秋の笛【あきのふえ】 2,000 円［税別］

寸法 150 225 60

商品番号 24404
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1,200円［税別］

寸法 115 195 60
商品番号 24418

季節御膳（1段）

【きせつごぜん】

2,500 円［税別］
寸法 192 192 60
商品番号 24419
写真は筍御膳（3月〜4月頃）

秋は松茸

十穀米弁当

【じゅっこくまいべんとう】

◉ ご 接 待 や 役 員 会 ︑各 種 会 合 ︑法 事 等 ︑特 別 な 席 で の お も て な し に

1,400円［税別］

寸法 124 248 55
商品番号 30004

春は筍

◉ 季節の移ろいやその時期にしか味わえない特別な美味を

はなうたげ

四季御膳

季節御膳

はこめし

1,100円［税別］

寸法 126 205 60
商品番号 24417

季節御膳（2段）

【きせつごぜん】

3,300 円［税別］
寸法 123 158 65（ 下段60）
商品番号 24420
写真は松茸御膳（9月〜10月頃）
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※季節御膳は旬の素材を取り入れた御膳です。時期によって内容が異なりますので詳しくはお問い合わせください。

ちらし弁当【ちらしべんとう】 1,100 円［税別］
二段重ね 寸法75 135 高さ47

商品番号 24415

しぐれ煮御膳【しぐれにごぜん】 2,400 円［税別］

二段重ね 寸法直径130 高さ50

商品番号 24414

6

青 山 幕の 内

繊細でやさしい味わいを
ご堪能ください。

華の四季

江戸の四季

ききょう 1,050 円［税別］

寸法 215 215 40

商品番号 24426

すみれ 850 円［税別］
寸法 165 242 40
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商品番号 24428

華の四季【はなのしき】 1,350 円［税別］

味づくし【あじづくし】 1,600 円［税別］

つくし 850 円［税別］

れんげ

寸法 180 280 40

寸法 165 242 40

商品番号 24425

商品番号 24427

寸法 180 275 40

商品番号 24422

1,050 円［税別］

寸法 175 245 40

商品番号 24424

◉ ラ ン チ ミ ー テ ィ ン グ ・ セ ミ ナ ー 等 ︑大 人 数 で の お 集 り や 行 楽 な ど に

和洋中の卓越した技を彩り豊かに存分に味わい頂けます︒

青山こだわりの煮物をはじめ

江戸の四季【えどのしき】 1,600 円［税別］
寸法 215 215 40

商品番号 24421

古都の四季【ことのしき】 1,350 円［税別］

寸法 180 280 40

商品番号 24423

8

青山御膳

咲く 花 の
に ほふが
ごと く

◉ 海の 幸︑山の 幸が 織りなす 至極の 逸品を 大切なお 集まりに

白 椿 【しろつばき】8,500 円［税別］

御所桜 【ごしょざくら】11,000 円［税別］
商品番号 24301

商品番号 24302

容器実用新案・意匠登録・商標登録済

月の詞【つきのうた】 3,700 円［税別］

商品番号 24308
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花の詞【はなのうた】 4,200 円［税別］

商品番号 24307

白蘭【びゃくらん】 5,200 円［税別］
商品番号 24305

呉竹【くれたけ】 6,300 円［税別］
商品番号 24304
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3,200 円［税別］
寸法 188 278 60
商品番号 24401

寸法 115 190 60

凛

商品番号 24429

【りん】

4,200 円［税別］
寸法 210 310 60
商品番号 30007

竹取【たけとり】 1,500 円［税別］

ちらし御膳【ちらしごぜん】 2,400 円［税別］

しのだの森【しのだのもり】 1,000 円［税別］

千代づくし【ちよづくし】 1,200 円［税別］

寸法 直径195 高さ60

寸法 150 185 50
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商品番号 24431

商品番号 24433

二段重ね 寸法 125 125 50

寸法 150 185 50

一品一品手間を惜しまず丁寧に仕上げた品々を︑彩り豊かに盛り付けました

京友禅【きょうゆうぜん】 2,300 円［税別］]

◉ 料理人が守り続ける伝統の味と熟練の技で︑

◉ 熟練の板前が紡ぐ新鮮な素材と旬の味を添えて

六歌仙

【ろっかせん】

六歌仙・凛・葵

寿司折

折り詰めに息づく美学

商品番号 24438

商品番号 24432

葵 【あおい】

5,500 円［税別］
寸法 210 310 60

商品番号 30008
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