
Guest House 遊　お食事メニュー Menu　 2023.1版

B&B朝食メニュー(breadkfast menu) 　[宿泊基本料金に含まれます。宿泊予約の際にお選びください]

※原則１グループ１メニューでお願いします。(Choose one out of four below for each group if possible.)

①平飼い卵のふわふわトースト＋コーヒー＋ミニサラダ(whipped-egg toast with coffee and small salad) 

②平飼い卵のハムエッグ＋トースト＋コーヒー(ham&egg with toast and coffee)

③平飼い卵のハムエッグ＋ご飯＋味噌汁＋漬物(ham&egg with rice, miso-soup, and pickles)

④平飼い卵のＴＫＧ＋味噌汁＋一品＋漬物Raw egg over rice(tamago-kake gohan) with miso-soup and pickles)

民宿＆カフェメニュー　[各種体験（共同調理）メニューは日帰り利用も可]

価格(税込） 屋内 屋外 共同調理可

亀岡牛焼肉BBQ/鉄板焼 Kameoka-Beef BBQ ￥6,000／人 ● ● ●

亀岡牛すき焼き Kameoka-Beef Sukiyaki ￥6,000／人 ●

牡丹鍋（冬季） Botan-nabe (boar meat hot pot dish) ￥6,000／人 ●

牛焼肉BBQ/鉄板焼 Beef BBQ ￥3,850／人 ● ● ●

地鶏すき焼き Chicken Sukiyaki (specially grown local chicken) ￥3,000／人 ●

地鶏焼BBQ/鉄板焼 Chiken BBQ (specially grown local chiken) ￥2,750／人 ● ● ●

地鶏鍋 Chicken-nabe (homebredl chicken hot pot dish) ￥2,750／人 ●

オーナーおまかせ料理 Omakase dish-Chef's Choice ￥2,200／人 ●

※各種料理作り体験 ※Cooking Experience-Japanese cuisine

お好み焼き Okonomiyaki (savory pancake ) ￥1,650／人 ● ●

焼きそば Yakisoba (stir-fried noodles) ￥1,650／人 ● ●

たこ焼き Takoyaki (octopus balls) ￥1,650／人 ● ●

餃子 Gyoza (fried dumplings) ￥1,650／人 ● ●

手打ちうどん Teuchi Udon (hand-made udon noodles) ￥1,320／人 ● ●

手打ちパスタ Teuchi Pasta (hand-make pasta) ￥1,320／人 ● ●

流しそうめん（夏季） Nagashi-Somen (flowing somen) ￥2,200／人 ● ●

鮎の塩焼き（夏季） Grilled Ayu (sault-grilled sweetfish) 時価（￥800~￥1,000） ● ●

※ダッチオーブン料理[お

好みの食材で調理可]

※Dutch Oven cooking experice

with favorite foodstuffs

※価格は食材によって変

わります。

ロースト料理 丸鶏のローストなど(roast chicken etc.) ￥3,300～／鍋 ● ●

煮物料理 シチュー、パエリアなど(stew, paella etc.) ￥3,300～／鍋 ● ●

ピザ各種 地鶏のピザなど(local chicken pizza etc.) ￥1,500／人～ ● ●

※かまど炊き料理　　[お

好みの食材で調理可]
※Furnace Cooking experience with favorite foodstuffs

羽釜炊きご飯 炊き込みご飯など(seasoned rice etc.) ￥3,300～／釜 ● ●

餅つき 白餅など(mochi pounding) ￥8,000～／釜 ● ●

※燻製料理　　　　　[お

好みの食材で調理可]
※Smoking experience with favorite foodstuffs

各種食材スモーク making smoked food ￥2,000～／鍋 ● ●



※お菓子作りメニュー ※Making sweets enperience

ホットサンド作り hot sandwich making ¥900 ● ● ●

ワッフル作り waffle making ¥800 ● ● ●

たい焼き作り Taiyaki making ¥800 ● ● ●

シュークリーム作り cream puff making ¥800 ● ●

きな粉石臼挽き soybean flour making with traditional  millstone ¥700 ● ●

コーヒー石臼挽き焙煎 coffee making with traditional millstone ¥700 ● ●

かき氷　（夏季） shaved ice making 300～ ● ●


