
サラダ
季節の野菜サラダ（２人前）・・・・・・・・  ¥1,300

揚げ物
天ぷら盛り合わせ（２人前）・・・・・・・・  ¥3,240
車海老の香煎揚げと季節野菜（２人前）・・・  ¥2,160

鶏肉料理
鶏塩焼と出汁巻き卵（３～４人前）・・・・・   ¥3,020
鶏塩焼と出汁巻き卵（ハーフサイズ）・・・・   ¥1,620
鶏と季節野菜の照焼き（３～４人前）・・・・   ¥2,160

豚肉料理
豚の角煮（２人前）・・・・・・・・・・・・   ¥2,160

ごはん
車海老と海鮮の天重・・・・・・・・・・・・¥2,550
車海老と季節野菜の天重・・・・・・・・・・¥2,100
ヒレかつ丼 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,000
穴子のちらし寿司・・・・・・・・・・・・・ ¥2,000
鶏の照焼き重  ・・・・・・・・・・・・・・    ¥1,800
親子丼 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,680

サンド
ヒレかつサンド（３切） ・・・・・・・・・・   ¥1,680
クラブハウスサンド（４切）・・・・・・・・   ¥2,000

季節の野菜サラダ

車海老と海鮮の天重

ヒレかつサンド

車海老の香煎揚げと季節野菜

鶏塩焼と出汁巻き卵

豚の角煮

穴子のちらし寿司

クラブハウスサンド

Japanese Food

ご自宅で もう一度 磯子の味をお楽しみください

磯子カンツリークラブ
お持ち帰り料理

洋梨タルト（21cm）・・・・・・・・・・・  ¥4,500
洋梨タルト Sサイズ（18cm）・・・・・・・  ¥3,800
チーズケーキ（18cm） ・・・・・・・・  ・・  ¥4,000
胡桃とレーズンのパウンドケーキ（15cm） ・  ¥3,240

季節のケーキ

１ ～ ２ 月　  クラシックショコラ ・・・・・・・・   ¥3,500
３ ～ ８ 月　 抹茶のシフォンケーキ・・・・・・・  ¥3,500
９～ 12 月    栗のシフォンケーキ・・・・・・・・  ¥4,250
12 ～ ３ 月　 苺のタルト・・・・・・・・・・・・  ¥4,920

ケーキ BOX  ・・・・・・・・・・・・・・・・・   ¥2,400

１ ～ ３ 月　 苺のシュークリーム（４個）
４ ～ ６ 月　 抹茶のシフォンケーキ と チーズケーキ（各２個）
７ ～ ９ 月　 杏仁豆腐 と マンゴープリン（各２個）
10  ～  12月     栗のシフォンケーキ と 洋梨タルト（各２個）

苺のタルト

苺のシュークリーム

洋梨タルト

抹茶のシフォンケーキ

杏仁豆腐とマンゴープリン

ケーキ   Sweets

弁当

お好きなおかずを Ａ Ｂ Ｃ D   E  より２品お選びください。

お好み中華弁当・・・・・・・・・・・・・・・¥1,950

A   海老のチリソース
B   黒酢の酢豚
C    鶏肉とカシューナッツの炒め
D   豆腐団子
E   海鮮と揚げ豆腐の炒め

※表示は税込み価格（軽減税率 8%）となっております。



海鮮料理
車海老のチリソース煮（３～４人前） ・・・・¥4,320
海老のマヨネーズ和え（３～４人前）・・・・¥3,780
海老のマヨネーズ和え（ハーフサイズ）・・・¥2,160
八宝菜（３～４人前）・・・・・・・・・・・ ¥2,400
紋甲イカのサクサクにんにく和え  ・・・・・  ¥2,160

豚肉料理
パイコーと季節野菜の炒め（３～４人前）・・¥1,890
豚肉とキャベツの辛味噌炒め（３～４人前）・  ¥2,700
酢豚（３～４人前）・・・・・・・・・・・・ ¥3,240
酢豚（ハーフサイズ）・・・・・・・・・・・¥1,850

鶏肉料理

鶏肉とカシューナッツ炒め（３～４人前）・・¥2,160
若鶏の唐揚げ 香味ソース（３～４人前）・・・¥1,950

牛肉料理

ぴんそば（五目焼きそば）・・・・・・・・・¥1,890
牛肉と細切り野菜のぴんそば  ・・・・・・・  ¥1,950
五目炒めビーフン  ・・・・・・・・・・・・  ¥2,160
冷やし中華（５～９月限定）・・・・・・・・¥1,950

麺類

八宝菜丼  ・・・・・・・・・・・・・・・・   ¥2,050
天津飯   ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ¥1,750
磯子あんかけチャーハン  ・・・・・・・・・   ¥2,160
海老のピリ辛チャーハン  ・・・・・・・・・   ¥1,950
五目チャーハン  ・・・・・・・・・・・・・   ¥1,750
エビチリチャーハン  ・・・・・・・・・・・   ¥1,950
ずわい蟹のチャーハン  ・・・・・・・・・・   ¥2,160

牛肉とピーマンの細切り炒め（３～４人前）・¥3,240

飯類

八宝菜

鶏肉とカシューナッツ炒め

冷やし中華

紋甲イカのサクサクにんにく和え 

酢豚

パイコーと季節野菜の炒め

五目炒めビーフン

磯子あんかけチャーハン

天津飯

エビチリチャーハン

NEW

NEW

特製前菜盛り合わせ（４人前） ・・・・・・・  ¥3,780
蒸し鶏 ねぎ香味ソース（３～４人前）  ・・・・  ¥1,620
チャーシューねぎ和え（３～４人前）・・・・  ¥1,790
チャーシュー（100ｇ）  ・・・・・・・・・・   ¥1,190
チャーシュー（200ｇ）  ・・・・・・・・・・   ¥2,400
チャーシュー（300ｇ）  ・・・・・・・・・・   ¥3,560
ザーサイ ・・・・・・・・・・・・・・・・・   ¥ 650

点心
冷凍生ギョウザ（１０個入り） ・・・・・・・  ¥2,380
シュウマイ（８個入り） ・・・・・・・・・・  ¥1,900
シュウマイ（１２個入り） ・・・・・・・・・  ¥2,900
シュウマイ（１８個入り）・・・・・・・・・   ¥4,300
A セット（シュウマイ 12個＋チャーシュー 200ｇ）  ・・・・ ¥5,100
B セット（シュウマイ９個 ＋ 海老の包み蒸し 9個）    ・・・・  ¥4,300
C セット（シュウマイ 6個 ＋ 海老の包み蒸し 6個）   ・・・・  ¥2,900

海老ニラ饅頭  （ ５個） ・・・・・・・・・・・  ¥1,350
チャーシュー饅頭（５個） ・・・・・・・・・   ¥1,190
五目春巻（４本）・・・・・・・・・・・・・   ¥1,750
海老チリ春巻（４本）  ・・・・・・・・・・・¥1,950
もちもち揚げギョウザ（５個）  ・・・・・・・¥1,190
ゴマ揚げ団子（５個） ・・・・・・・・・・・・ ¥ 980

前菜

野菜料理
青梗菜と椎茸の炒め   ・・・・・・・・・・・   ¥2,500

玉子料理
干し貝柱と玉子炒め  ・・・・・・・・・・・    ¥2,160
かに玉（２枚）・・・・・・・・・・・・・・   ¥1,950

豆腐料理
マーボー豆腐（３～４人前） ・・・・・・・・  ¥1,850
海鮮と揚げ豆腐と野菜の炒め（３～４人前） ・  ¥2,400

特製前菜盛り合わせ

海老ニラ饅頭

冷凍生ギョウザ

チャーシューねぎ和え

Bセット 

Aセット

五目春巻

干し貝柱と玉子炒め

海鮮と揚げ豆腐と野菜の炒め


