【価格及びメニュー改定のお知らせ】
いつも SOHSOH をご利用頂きありがとうございます。
11 月 20 日（金）価格及びメニュー改定をさせて頂きました。
新型コロナウイルスの影響により商品全般を約 8％値上げさせていただくこととなりまし
た。お客様には大変に心苦しいお願いとなりますが、今までも、これからも、変わりなく
「SOHSOH での体験が価格以上の価値」になるよう、スタッフ一同力を合わせて頑張
っていく所存です。どうかご理解いただき、変わらずのご愛顧をお願い申し上げます。
主要メニューの値上げ後の価格はこちらとなります。
両店共通メニュー
・お野菜たっぷり玄米定食 １,３５０円 +税
・デラックス定食 １,３５０円 +税
・ぜいたくサラダ定食 １,１４０円 +税
・草草コロッケ定食 １,３５０円 +税
ロープウェイ通り本店限定メニュー
・選べるおかずの定食 一品１,２４０円〜 +税
・がっつりデラックス定食 ２,１１０円 +税
まつちかタウン店限定メニュー
・アボカドとカリカリ揚げじゃがのチキン南蛮サラダ定食 １,１４０円 +税
・しろい定食〜湯葉あんかけ丼 １,３５０円 +税
・くろい定食〜豚ひれ肉の旨辛ホイコーロー丼 １,６８０円 +税
テイクアウト ・ デリバリー

※★マークはまつちかタウン店では販売しておりません

＜お弁当＞
□ お野菜たっぷり玄米弁当 １０８０円 +税
□ デラックス弁当 １０８０ +税
★ もちもち梅しそギョーザのデラックス弁当 １,５２０円 +税
★ スーパーデラックス弁当 １,７９０円 +税
□ 草草コロッケ弁当 １０８０ +税
★ 【週末限定】 おばんざい弁当 ６品１,５２０円 ９品２,２２０円 +税
＜オードブル ・ 単品料理＞
★【週末限定】おばんざいボックス（１人サイズ） ６品１,４2０円 ９品２,１2０円 +税
★【週末限定】おばんざいボックス（２人サイズ） ６品２,５４０円 ９品３,７８０円 +税
・とろ〜り温玉と揚げゴボウのやみつきサラダ 小４９０円 大８８０円 +税

・お野菜たっぷり！旬野菜サラダ 小３８０円 大７４０円 +税
・ベーコンとカマンベールチーズのポテトサラダ 小４９０円 大８８０円 +税
・トリ天 秘伝ねぎソース 小４９０円 大８８０円 +税

その他いろいろメニューあ

ります

「テイクアウト ・ デリバリー-メニューのリニューアル」
年末年始にピッタリなオードブルや、会社で忘年会・新年会ほどではない食事会に使
えるようなお酒も呑める弁当などが加わった新しいメニューになっております。
例年クリスマスが終わった頃からお店が忙しくなることが多いため、キャパを超えると注
文受けられなくなり、出来上がるまでに時間がかかる可能性が高いです。
ご予定がお決まりの方はお早めのご予約をお願い致します。

「ロープウェイ通り本店が秋冬メニューへの変更」
ロープウェイ通り本店は選べるおかずの定食のおかずを中心に季節の食材が入った
メニューに変わります。
あと新しく野菜だけのポタージュスープを作ったので、やっとベジタリアンやマクロビア
ンの方にご来店いただけるメニューが始められます。
最初は定食１種類だけでまだまだ様子見にはなるのですが、人気があるようならいろ
いろ増やしていきたいと思っておりますので。
「まつちかタウン店に新メニューが登場」
小さめ丼の定食に２種類の定食と、２種類のサラダ定食が加わりますよ！
・きいろい定食〜炙りチーズのゴボウキーマカレー丼 １,３５０円 +税
・だいだい定食〜スモークサーモンとアボカドの温玉ユッケ丼 １,６８０円 +税
・スモークサーモンとアボカドのサワークリームオニオンサラダ定食 １,１４０円 +税
・豚ひれ肉と生湯葉、トマトの黒胡麻バンバンジーサラダ定食 １,１４０円 +税
「有料ファン俱楽部会員の募集を再開します」
使っていた会費支払いサイトの閉鎖により一時的に会員募集を中断しておりましたが、
新しい支払いサイトをご用意できたので、募集の再開をしようと思います。
入会は HP のファン俱楽部ページからか、店舗でも入会いただけます。
草草おやさい俱楽部 〜 年会費２４００円（税込）
いつでも、何度でも SOHSOH の定食が２００円引きでお召し上がりいただけます。
※割引は会員本人のみとなります。
草草ごひいき俱楽部 〜 年会費６０００円（税込）
店内でのお食事すべて、テイクアウト、デリバリー、物販すべてが１０％引きでご利用
いただけます。
こちらはお会計を一度にしていただけるなら複数人数分も割引対象となります。
※定食ご利用で２００円引きのほうが安くなる場合は２００円引きが適用となります。

テイクアウト・デリバリーのメニューが新しくなりました！その１
★マークはロープウェイ通り本店限定のメニュー
＜お弁当＞
□ お野菜たっぷり玄米弁当 １０８０円 +税
□ デラックス弁当 １０８０ +税
★ サラダデラックス定食 １,５２０円 +税
［とろ〜り温玉と揚げゴボウのやみつきサラダ or SOHSOH のトマトサラダ or
具だくさん旬野菜サラダ］
★ もちもち梅しそギョーザのデラックス弁当 １,５２０円 +税
★ スーパーデラックス弁当 １,７９０円 +税
［厚切り豚ひれ肉のポークジンジャーステーキ or スモークサーモンのフライ サワ
ークリームオニオンソース or ぷりぷり海老のねぎガーリック炒め］
□ 草草コロッケ弁当 １０８０ +税
［２種類のコロッケ（粗挽き肉・海老バター）／SOHSOH のトマトサラダ］
★ 【週末限定】 おばんざい弁当 ６品１,５２０円 ９品２,２２０円 +税
★ 【 NEW！】 うたげの弁当 ２,２００円（ごはん無し２,１００円） +税
お酒も呑めて、ごはんもすすむ弁当をイメージして作りました。
おかずが 9 品あるのでごはん無しにしてオードブル的な使い方もオススメですよ！
［トリ天 フレッシュトマトチリソース／スモークサーモンのフライ サワークリームオニ
オンソース／麻婆肉味噌と生湯葉の揚げ春巻き／さばの味噌粕漬け焼き／ぷりぷ
り海老のねぎガーリック炒め／低温調理豚ひれ肉の炙り焼き 鬼おろしぽん酢／ベ
ーコンとカマンベールチーズのポテトサラダ 半熟燻製玉子添え／本日のおかず
二品］
★ 【 NEW！】 二品選べるおかずの弁当 １,０８０円〜 +税
以下のおかずより二品お選びください。
選ぶおかずによってプラス料金となるものがございます。
・トリ天 秘伝ねぎソース +０
・ベーコンとカマンベールチーズのポテトサラダ +０
・SOHSOH のトマトサラダ +０
・とろ〜り温玉と揚げゴボウのやみつきサラダ +０
・アボカドチキン南蛮 クリーミータルタルソース +１５０
・もちもち梅しそ鶏ギョーザ +２００
・２種類のおいしいコロッケ粗挽き肉・海老バター） +２５０
・ぷりぷり海老のねぎガーリック炒め +４５０
・自家製スモークサーモンのフライ サワークリームオニオンソース +５５０
・厚切り豚ひれ肉とレンコンの旨辛ホイコーロー味噌炒め +５５０
・厚切り豚ひれ肉のボークジンジャーステーキ +５５０

テイクアウト・デリバリーのメニューが新しくなりました！その 2
★マークはロープウェイ通り本店限定のメニュー
＜オードブル＞
★ 【週末限定】 おばんざいボックス〜1 人サイズ ６品１,4２０円 ９品２,1２０円 +税
★ 【週末限定】 おばんざいボックス〜2 人サイズ ６品２,５４０円 ９品３,７８０円 +税
「お酒も呑めて、ごはんにも合う」をイメージして週替わりの献立を組んでいます。
※数量限定 ※献立はインスタグラム・Ｆａｃｅｂｏｏｋに毎週アップしています。
★ 【 NEW！】 うたげのおかずボックス ３,７５０円 +税 ※２人サイズ
［トリ天 フレッシュトマトチリソース／スモークサーモンのフライ サワークリームオニ
オンソース／麻婆肉味噌と生湯葉の揚げ春巻き／さばの味噌粕漬け焼き／ぷりぷ
り海老のねぎガーリック炒め／低温調理豚ひれ肉の炙り焼き 鬼おろしぽん酢／ベ
ーコンとカマンベールチーズのポテトサラダ 半熟燻製玉子添え／本日のおかず
二品］
★ 【 NEW！】 三品の選べるおかずボックス １４６０円〜 +税 ※２人サイズ
以下のおかずより三品お選びください。
選ぶおかずによってプラス料金となるものがございます。
・トリ天 秘伝ねぎソース +０
・さつま芋スティック マスカルポーネクリーム添え +０
・ベーコンとカマンベールチーズのポテトサラダ +０
・SOHSOH のトマトサラダ +０
・とろ〜り温玉と揚げゴボウのやみつきサラダ +０
・舞茸の旨塩から揚げ +０

・ゴボウと塩昆布のかき揚げ +０

・アボカドチキン南蛮 クリーミータルタルソース +１５０
・もちもち梅しそ鶏ギョーザ（4 個） +２００
・２種類のおいしいコロッケ粗挽き肉・海老バター） +２５０
・味噌漬け焼きさばと舞茸のパルメザンチーズ焼き +２００
・チーズねぎ玉 フレッシュトマトチリソース +３００
・シビ辛！旬野菜の麻婆肉味噌炒め +３００
・ぷりぷり海老のねぎガーリック炒め +４５０
・低温調理した豚ひれ肉の炙り焼き 鬼おろしぽん酢 +４５０
・厚切り豚ひれ肉とレンコンの旨辛ホイコーロー味噌炒め +５５０
・厚切り豚ひれ肉のボークジンジャーステーキ +５５０
・自家製スモークサーモンのフライ サワークリームオニオンソース +５５０
お弁当やオードブル配達ができます。Google マップでロープウェイ通り本店からの場所を
検索（車を選択）していただき、配達場所が１０分圏内で５５０円(税込)、２０分圏内で８８０
円(税込)となっております。詳しくはスタッフにお尋ねください。

