
前日
要予約

お祝いやご法要など、おもてなしの席をワン
ラクアップさせる、ホテルメイドの茶碗蒸し。

¥400茶碗蒸し

￥100
¥150

●ミネラルウォーター（500ml／1本）
●お茶（500ml／1本）

当日受取
可能

料理人が丹精込めて巻いた特製
のだし巻き卵です。

￥650特製出汁巻き玉子

当日受取
可能

￥1,000天ぷら弁当 秋味
厳選した旬の食材を天ぷらで楽
しめるお弁当です。
※写真はイメージです。
　仕入等により内容が変わる場合がございます。

当日受取
可能

￥1,500 旬菜たっぷり和食弁当
旬の食材を使った華やかな和食
弁当です。

当日受取
可能

￥2,800鳥取和牛焼きしゃぶ弁当
鳥取和牛の柔らかいお肉を焼き
しゃぶで。

当日受取
可能

￥4,300国産牛ロースステーキ弁当
上品でうまみが溢れるステーキを
おうちで楽しみたいときに。

当日受取
可能

￥2,300鳥取和牛ステーキBOX
ホテルシェフの手でじっくり焼き上げ
られたジューシーなステーキです。

当日受取
可能

￥1,700鳥取和牛ハンバーグBOX
シェフ特製のデミグラスソースとマ
ッチしたハンバーグ。

前日
要予約

¥1,800大山鶏チキン南蛮弁当
酸味のある南蛮ダレに、濃厚なタル
タルソースがやみつきになる旨さ。

当日受取
可能

￥6,000国産極上うな重弁当
国産極上うな重(半身)
うな重弁当(中国産)
うな重(半身/中国産)
おっきな うな重二段弁当

¥3,000
￥3,000
￥2,000
￥2,800

前日
要予約

前日
要予約

前日
要予約

前日
要予約

前日
要予約

当日受取
可能

当日受取
可能

当日受取
可能

当日受取
可能

当日受取
可能

当日受取
可能

¥6,480
¥4,320

AUTUMN 20 2 2 期間：9月1日～11月30日

毎日の食事にも、大切な日にも、ホテルの“おいしい”をお届けします。

※記載の価格はすべて税込み価格です。　※写真はイメージです。

前日
要予約

￥3,000

【秋限定】
秋の彩り
二段弁当
きのこの炊き込みご
飯にサンマや鮭など、
秋の味覚がたっぷり
詰まったお弁当。

前日
要予約

￥3,500

海と山の幸
プレミアム
BOX
和牛ステーキ・海鮮
パエリアなど、鳥取
のおいしい！を詰め
込みました。

￥1,300秋なすのキーマカレー
なすとお肉のうまみがギュッと詰
まったカレー。

マイルドで存在感のある牛肉を
柔らかく煮込んでおります。

¥1,100ホテル特製ビーフカレー
サクサクに揚げたとんかつが大胆に
のった、ボリュームたっぷりカツカレー。

¥1,300ポークカツカレー

¥1,700特製ビーフヒレカツサンド
牛ヒレ肉を贅沢に使用したサンド
ウィッチです。

チキン・トマト・ハム・ベーコンなど
の大満足トッピング。

¥1,200クラブハウスサンド（2～3人前）
季節のフルーツを詰め込んだ彩
り豊かなサンドです。

￥750季節のフルーツサンド
サンドウィッチにトルティーヤ、オー
プンサンド、ポテトまで入った一品。

¥2,200サンドウィッチ盛合せ（3～4人前）

当日受取
可能

￥2,500絶品炊き込みご飯弁当
季節の炊き込みご飯と旬の魚や
季節の天婦羅が味わえます。

当日受取
可能

¥1,7003種の鳥取グリル弁当
鳥取和牛、大山ハーブ鶏、大山豚
の鳥取の人気ブランド肉をグリル！

当日受取
可能

¥700お子様弁当
キッズ弁当をリーズナブルに小さ
いお子様へ可愛く仕上げました。

前日
要予約

￥3,000オードブルBOX（2人前）
洋食のご馳走を詰め込んだオー
ドブルです。

前日
要予約

￥6,500和食オードブル（5人前）
カジュアルにご自宅でお楽しみい
ただけます。

前日
要予約

￥700赤飯 （1.5合） 160×160 
￥1,200赤飯 （3合） 200×200

お祝いの席に華を添えるお赤飯。国産
の小豆と餅米を大切に炊き上げました。

前日
要予約

￥8,000洋食オードブル（5人前）
華やかなホテルの味をお手軽にご自
宅でお楽しみいただける一皿です。

B E N T O

A S S O R T E D

O I W A I O T H E R

C U R R Y  &  S T E W

S A N D W I C H

ご法要膳

※写真は松（￥6,480）のイメージです。
※季節によって食材の内容が変わります。

海老・アボカド・チキン・トマト・豆など
10種類以上の食材がたっぷり♪

¥650彩りフレッシュサラダ
あともう一品欲しい時に、野菜サラ
ダをプラス♪

¥200ミニサラダ

※写真は松（￥6,480）のイメージです。
※季節によって食材の内容が変わります。

¥6,480
¥4,320

松
竹

松
竹

お祝い膳

G O Z E N S A L A D

前日
要予約

￥1,750こだわり倉吉ぷりん（5個）
大江ノ郷の天美卵と岸田牧場の生
乳を100％使用したこだわりぷりん。

&C Kitchen

KURAYOSHI  CITY  HOTEL

TAKE OUT

※サラダは別途200円にて承ります。

（松は茶碗蒸し付） （松は茶碗蒸し付）

※サラダは別途200円にて承ります。

※果物は季節によって変わる場合がございます。

【ご予約の締め切り時間について】
●「当日受取」の商品
　・午前の受付は9：30まで
　・午後の受付は14：00まで
●「前日要予約」の商品
　・前日の17：00まで　

【配達料金について】
配達対応は、１回のご注文で15,000円
以上のご注文から承ります。
●鳥取県中部地区エリア(配達料：無料)
●青谷・気高・鹿野・蒜山・中山地区エリア
　(配達料：1,000円)

【商品の受け取りについて】
●受取時間 11:00～14:00/17:30～20:00
●配達時間 11:00～14:00/17:30～20:00
●受取場所 1階レストラン

テイクアウトご注文について

KCHスタッフ
　　recommend

オードブルBOX

秋の行楽二段重
「十八の秋探し」

ローストビーフ、エビマヨ、ポテト
フライ、チョリソーウィンナーなど。
13種類の洋食のご馳走を詰め
込んだ2人前のオードブルです。
少人数の集まりや家族の行楽も
ぴったり。シェフの真心がこもっ
たご馳走を心ゆくまでお楽しみ
下さい♪

倉吉シティホテル
スタッフ
三嶋

倉吉シティホテル
スタッフ
上山

秋の食材を使った和洋合計18升・
42品目をホテルシェフが丁寧に仕
上げます。倉吉の“秋のおいしい”
をぜひ皆さんでお楽しみください♪

KCHスタッフ
　　recommend


