
智積院茶寮
桔梗

営業時間 10:00 ～ 20:30

【ご昼食】11:00 ～ 14:00

【喫　茶】10:00 ～ 20:00

【ご夕食】17:00 ～ 20:00

（LO 20:00 ）



ご朝食
7:00～ 9:00

一般朝食 1,320円精進朝食 1,320円

表示価格はすべて税込価格です。

ご予約制

朝のお勤め

毎日行われている朝のお勤めにご参拝。

ご本尊「大日如来」さまのもと、たくさんの僧侶の読経が響き渡ります。

早朝に行われる、厳粛な雰囲気の中で、俗世から離れて、非日常を体験いただけます。

その後、ご朝食をお召し上がりください。



ご昼食
11:00～ 14:00

■だし巻き御膳 2,200円 2,420円

■西京焼き御膳（鰆・鮭・赤魚） 2,530円

小鉢・主菜・温鉢・生湯葉お造り・ごはん・香の物
お汁・デザート

■天ぷら御膳 2,420円
小鉢・主菜・温鉢・生湯葉お造り・ごはん・香の物
お汁・デザート

小鉢・主菜・温鉢・生湯葉お造り・ごはん・香の物
お汁・デザート

季節の和え物・季節替わり・焚合せ・揚げ物
ご飯・香の物・根来汁・デザート

 ■精進御膳

お膳

表示価格はすべて税込価格です。



丼・麺
11:00～ 14:00

丼物

■衣笠セット 1,210円

小鉢・香の物・お汁

■天丼セット 1,430円
単品：1,210円

単品：990円 単品：1,100円

単品：1,320円小鉢・香の物・お汁

■天とじセット 1,540円

小鉢・香の物・お汁

■玉子丼セット1,100円

単品：880円
小鉢・香の物・お汁

小鉢・香の物・お汁
1,320円■湯葉とろセット

お汁を「きつね（小うどん・小そば）」「湯葉あん（小うどん・小そば）」の
いずれかに変更できます。

◆プラス220円（温のみ）

1,210円■吹き寄せセット

小鉢・かやくご飯・香の物

1,210円 ■湯葉あんかけセット

小鉢・かやくご飯・香の物

うどん・そば［温・冷］

■ざる（うどん・そば）［冷］セット 990円

■きつね（うどん・そば）［温］セット 1,100円
■天ぷら（うどん・そば）［温］セット 1,320円

■天ざる（うどん・そば）［冷］セット 1,320円

小鉢・かやくご飯・香の物がついたセットメニューです。

※単品の場合はマイナス 220 円

表示価格はすべて税込価格です。

（うどん・そば）［温］ （うどん・そば）［温］



ご夕食
17:00～ 20:00

2,750円
八寸・造里・焚合せ・焼物・ごはん・香の物・お汁・デザート

 ■ききょう

表示価格はすべて税込価格です。

お膳 お重箱

◆プラス 1 品（温鉢）
3,300円

◆プラス 2 品（温鉢・豆乳鍋）
4,400円

■だし巻き御膳 2,200円
小鉢・主菜・温鉢・生湯葉お造り・ごはん・香の物
お汁・デザート

■西京焼き御膳（鰆・鮭・赤魚） 2,530円
小鉢・主菜・温鉢・生湯葉お造り・ごはん・香の物
お汁・デザート

■天ぷら御膳 2,420円
小鉢・主菜・温鉢・生湯葉お造り・ごはん・香の物
お汁・デザート



一品料理
17:00～ 20:00

■枝豆 500円

■だし巻き 1,000円

■玉子焼き 800円

■すくい豆腐 500円

■揚げ出し豆腐 600円

■西京焼き（鰆・鮭・赤魚） 1,200円

■天ぷら盛り合わせ 1,800円

■炊き合わせ 900円

■和え物 300円

■おつまみ三品セット 1,000円

■汲み上げ湯葉 700円

■根来汁 600円

■お漬物盛り合わせ 1,000円

■梅 茶漬け 600円

■鮭 茶漬け 700円

表示価格はすべて税込価格です。 表示価格はすべて税込価格です。

天ぷら盛り合わせ 汲み上げ湯葉

お漬物盛り合わせ 玉子焼き 根来汁

西京焼き (赤魚 )

ねごろじる



喫茶・甘味
10:00～ 20:00

表示価格はすべて税込価格です。

■珈琲　ホット/ アイス 500円
■紅茶　ホット/ アイス 500円
■カフェラテ　ホット/ アイス 600円
■みかんジュース 600円
■りんごジュース 600円
■ウーロン茶 400円
■コーラ 500円
■ジンジャエール 500円

■ロールケーキセット 900円
■アップルパイセット 900円
■ホットケーキセット 1,100円

■アイスクリーム 600円
■クリームソーダ 700円
■コーヒーフロート 700円
■みつまめ 550円
■あんみつ 650円

■お抹茶（お菓子付き） 880円

■お善哉 800円
　　（冷） 6 月～９月

■ロールケーキ
480円

■ホットケーキ
700円

■アップルパイ
500円

■クッキー
■レモンケーキ
■半生菓子

◆ドリンク付きセット

各 300円

■みつまめ 550円
■あんみつ 650円
■クリームあんみつ 750円
■ききょうパフェ 1,100円

表示価格はすべて税込価格です。

ききょうパフェクリームあんみつ

※ドリンクは珈琲・紅茶からお選びください。



お飲み物

瓶ビール
キリンビール / アサヒビール
サッポロビール

梅酒
ロック

ソーダ割り

ウィスキー
水割り

お湯割り

ハイボール

ボトル

日本酒
日本酒１合（燗・常温）

純米酒１合（冷酒）

　　　〃

大吟醸１合（冷酒）

ワイン赤・白
グラスワイン

フルボトル

ノンアルコールビール

焼酎
芋

麦

酎ハイ（レモン・ライム）

ホッピーセット

焼酎ボトル

炭酸水

ホッピー

900 円

700 円
800 円

800 円
800 円

1,000 円
5,000 円

1,500 円

1,000 円
1,200 円

800 円

表示価格はすべて税込価格です。

700 円
700 円

500 円
300 円

4,000 円
1,000 円
800 円

600 円
4,000 円

600 円

表示価格はすべて税込価格です。


