
JujuJuju● ナチュラルガーデンレストラン ●
*  このチラシの金額は全て

消費税別です。
*  消費税は新税率で計算し

た額を別途いただきます。

メニューのご案内

営業時間 6：30〜22：00　オーダーストップ20：30
※宿泊･夕食の予約状況によっては営業時間6：30〜19：30

レストランメニュー

パーティールームメニュー

朝 食
6：30 〜
9：00

ランチ
11：00 〜
14：00

ディナー
17：00 〜
22：00

（営業時間　19：00 〜 24：00）

A ランチ   700 円
B ランチ   1,000 円
 〔A・Bランチは週替り〕
ステーキランチ（コーヒー付）   1,500 円
松華堂弁当   1,000 円〜
ステーキ丼（味噌汁・漬物付）   1,000 円
穴子天丼（味噌汁・漬物付）   850 円
三色丼（味噌汁・漬物付）   800 円
海鮮丼（味噌汁・漬物付）   800 円

ステーキディナー   2,000 円
洋食コース   3,000 円〜

和洋バイキング
 ＊宿泊者の方のみご利用いただけます。
 ＊バイキング方式です。なおご利用人員が少ない場合は、相当する
 　内容を器でサービスさせていただきます。（和食を主に）

（大人：550 円、小学生：400 円、幼児 3 歳以上：300 円、3 歳未満：無料）

○サラダバー（ランチタイム（お食事の場合）サービス）11：00〜 14：00
　各種サラダ・スープ
＊ サラダバーについてはご利用人員が少ない場合、相当する内容を器

でサービスさせていただきます。
＊ライスはパンに変更できます。

スープ・ステーキ・サラダ・デザート・ライス・コーヒー
オードブル・スープ・魚料理・肉料理・サラダ・デザート・フルーツ・パン・コーヒー
＊ディナーはレストランでお召し上がりいただきます。
＊パンはライスに変更できます。＊上記以外のご予算でもご相談に応じます。
＊ 朝食・昼食（ランチ・アラカルト共多数人数の場合）・ディナーメ

ニューは事前予約をお願いいたします。

アラカルト ドリンク 一品料理（いずれも1人前）

◯
◯
◯
◯

◯
◯

料理長おまかせ御膳（和食）   1,800円
牛ロース肉ステーキ   1,500円
牛筋煮込み定食   1,000円
エビフライ   1,000円
シェフ厳選牛ビーフシチュー根菜添え   1,000円
ポークカツカレー   900円
サーモンフィレ香草焼き   850円
ハンバーグステーキ   800円
海老と生ハムのフォカッチャサンド   750円
シーフードピラフ   750円
ベーコンとトマトの生パスタ   750円
ポークカツサンド   700円
ビーフカレー   700円
お子様ランチ   500円
本日のスープ   400円
トースト   200円

コーヒー（Hot・Ice）   219円
紅茶（Hot・Ice）   219円
ミルク（Hot・Ice）   219円
カフェ・オ・レ（Hot・Ice）   219円
オレンジジュース   219円
トマトジュース   219円
ウーロン茶   219円
コーラ   219円
グレープフルーツジュース   219円
ビール（中瓶）   400円
生ビール   419円
ノンアルコールビール   261円
日本酒   300円
冷酒（2合瓶）   500円
＊生ビール利用
　（4月〜10月）
＊アラカルトの○印はライス付き

枝豆   300円
フライドポテト   300円
串カツ   400円
タコの唐揚げ   500円
生ハム   600円
刺身盛り合せ   1,000円
冷奴   300円
サラミとチーズ   400円
おにぎり（2ヶ 漬物付）   300円
味噌汁   100円
ご飯   100円

ビール（中瓶）   400円
焼酎   1,600円
ワイン（赤・白）ボトル   1,600円
ウイスキー・ブランデー各種   3,800円
ウイスキー（s）   348円
ジーマ   450円
チューハイ   400円
梅酒   450円
ミネラルウォーター   100円

〜
〜
〜

おつまみ
チャーム   1,000円
たこ焼き   500円
チーズクラッカー   400円
ポップコーン   300円
チョコレート   300円
枝豆   300円



和　　食 2,000 円コース 造り・煮物・焼物・替り鉢・蒸物・油物・ご飯・味噌汁・漬物・フルーツ
和　　食 3,000 円コース 小鉢・造り・煮物・焼物・替り鉢・蒸物・油物・酢の物・ご飯・味噌汁・漬物・フルーツ
和　　食 4,000 円コース 小鉢・造り・煮物・焼物・替り鉢・蒸物・油物・酢の物・ご飯・味噌汁・漬物・フルーツ
和　　食 5,000 円コース 小鉢・椀・造り・煮物・焼物・替り鉢・蒸物・油物・酢の物・ご飯・味噌汁・漬物・フルーツ
ボリュームコース 3,000 円 造り・煮物・焼物・替り鉢・蒸物・油物・めん類・ご飯・味噌汁・漬物・フルーツ
和洋折衷 3,000 円コース 造り・煮物・焼物・替り鉢・肉料理・蒸物・酢の物・ご飯・味噌汁・漬物・フルーツ
和洋折衷 4,000 円コース 小鉢・造り・煮物・焼物・肉料理・替り鉢・蒸物・酢の物・ご飯・味噌汁・漬物・フルーツ
和洋折衷 5,000 円コース 小鉢・椀・造り・煮物・焼物・肉料理・揚物・蒸物・酢の物・ご飯・味噌汁・漬物・フルーツ

＊上記以外のご予算でも各種予約を承ります。

追加メニュー（要予約）
うどん・そば 1 人前 219 円　　＊ 5 月〜 10 月は冷製　11 月〜 4 月は温製

＊各種料理は季節・材料の入荷状況等により内容が一部変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

パック料金・・・夕食・宿泊・朝食バイキング付き
組合員利用料金
大人7,557円・小学生3,734円・幼児（3歳以上）629円
企業・一般利用料金
大人8,057円・小学生3,984円・幼児（3歳以上）629円

（しゃぶしゃぶ＆野菜2時間食べ放題）ドリンク1人…2本サービス
先付け・ご飯・香物・季節のフルーツ

パック料金・・・夕食・宿泊・朝食バイキング付き・飲み放題
組合員利用料金
大人8,557円・小学生4,120円・幼児（3歳以上）1,015円
企業・一般利用料金
大人9,057円・小学生4,370円・幼児（3歳以上）1,015円
先付け・ご飯・香物・季節のフルーツ
ドリンクの2本サービスは付きません

オプションメニュー（要予約）
刺身（2種）543円・茶碗蒸し315円・うどん小219円

各種盛り合せ（要予約）
オードブル盛り合わせ（5〜6人前）  2,000円
揚げ物盛り合わせ（5〜10人前）  3,500円
天麩羅盛り合わせ（5〜6人前）  5,000円

〜
〜
〜

刺身盛り合わせ（5〜10人前）  8,000円
寿司盛り合わせ（5〜10人前）  6,000円
チャーム（4〜5人前）  1,000円

〜
〜

組合員利用料金
　Aコース　大人5,300円　小人2,750円
　Bコース　大人7,400円　小人2,750円
企業・一般利用料金
　Aコース　大人5,800円　小人3,000円
　Bコース　大人7,900円　小人3,000円
　＊バーベキュー材料の持ち込みはできません。

　Aコース　大人2,400円　小人1,000円
　Bコース　大人4,500円　小人1,000円
飲　物
①飲み放題コース（2時間）
　男性1,323円　女性1,019円　19歳以下538円
②その都度注文コース
　＊ 飲物は「飲み放題」・「その都度注文」コースのいずれかを

選択していただきます。  
尚、コースの併用はできません。

○パーティーメニューについては個別に相談を承ります。
○新・忘年会などのとくとくパックついては別途ご案内いたします。
○各種メニューについては事前予約をお願いいたします。
○和室の利用ができない場合はレストランでも対応いたします。
○食事会場（バーベキュー含む）への飲食物の持ち込みは一切禁止です。
○宴会時間は 2 時間以内でお願いいたします。

平成 29 年 4 月改訂

しゃぶしゃぶパック しゃぶしゃぶパック＋飲み放題

バーベキューメニュー

バーベキュー（4月〜10月）利用時間 平日17：00〜22：00 土・日11：00〜22：00

バーベキューパック（宿泊・朝食・バーベキューセット） バーベキューセット（日帰り）

コースメニュー


