
60 分

Lunch Time Special

[　　]Last orders are taken
   at 30min.before

90min

[　　]Last orders are taken
   at 30min.before

90min

６種ジンギスカンと牛カルビ＆アラカルト食べ放題

■味付けジンギスカン 6種
醤油    /  塩  /  漬込み  / ハーブ /ニンニク塩 /ねぎ辛味噌

■ラムジンギスカン ■トラディショナルジンギスカン

食べ放題 100分

大　人 3,900 円（4,290円）
税込

小学生 1,950 円（2,145円）
税込

食べ飲み放題

大　人 4,900 円 （5,390円）
税込

小学生 ２,450 円 （2,695円）
税込

食べ放題＜大人 3,410円 (税込 )＞＜小学生 1,705円 (税込 )＞

食べ飲み放題＜大人 4,400円 (税込 )＞＜小学生 2,200円 (税込 )＞

※11:30 ～ 15:00 までランチタイム 60分のコースもございます。
　　　　　　　　　お席のお時間は 90分です。

グループ全員統一のプランとさせていただきます

■アラカルトメニュー ホッケスティック
葉わさび醤油漬け
鶏のザンギ
いももちのチーズ焼
ざるラーメン
梅水晶
冷奴
ミニケーキ
アイスクリーム

枝　豆  
玉子スープ
冷麺
ラムのチーズつくね
ラム春巻
グリーンサラダ
ディルサーモン
白菜キムチ
２色の大根サラダ

（スタッフへお尋ねください）

-Lamb Jingisukan-

-Seasoning Lamb-

-Frozen Lamb -

The inside of () is the included price.!

One Person

One Person

   Elementary school children

   Elementary school children

All you can eat  and drink

飲み放題メニュー
●サッポロ生ビール黒ラベル <樽生 >
●サッポロクラシック <樽生 >
●ヱビスプレミアムブラック <樽生 >
●ハーフ＆ハーフ
●サッポロプレミアムアルコールフリー

●オレンジジュース
●コカ・コーラ

●レモンスカッシュ

●ジンジャーエール

●リボンナポリン
●メロンソーダ

●りんご

●ウーロン茶

■焼き野菜 -Vegetables- ■ごま塩おにぎり -Rice Ball-

カレーライス
熟成いもの手作りコロッケ
フライドポテト
タコのスパイシーから揚げ
いか旨味焼き
野菜のピクルス
ビヤソーセージ

アサリ塩ラーメン
いかジャン辛
今月の一品

[　　]Last orders are taken
   at 20min.before

120min

[　　]Last orders are taken
   at 20min.before

120min

-Orange Juice-
-Coca・Cola-

-Lemon Squash-

-Ginger Ale-

-Ribbon Napolin-
-Melon Soda-

-Apple-

-Oolong Tea-

-Sapporo Draft Beer-
-Draft Beer “Sapporo CLASSIC”-

-Draft Beer “YEBISU Premium Black”-
-Half ＆ Half-
-Alchole-free Beer -
   “Sapporo Premium Alchole Free”

■牛カルビ -Beef ribs-

100 分

■ライス -Rice-

●ジンジャーハイボール
●コークハイボール

●ハイボール

●夕張メロンハイボール
●ハスカップハイボール

●レモンハイボール

●夕張メロンサワー

●グレープフルーツサワー
●男梅サワー

●ライムサワー

●ナポリンサワー

●レモンサワー
●ハスカップサワー

-Whisky & Ginger Ale-
-Whisky & Coca・Cola-

-Whisky &Soda-

-Whisky & Haskap Flavor-
-Whisky & Yubari Melon Flavor-
-Whisky & Lemon Flavor-

-Lemon Sour-

-Grapefruit Sour-
-Dried Plum Sour-

-Yubari Melon  Sour-
-Haskap  Sour-

-Napolin Sour-

-Lime Sour-

●ウーロン茶割

●日本酒（燗・冷）

●焼　酎

●ワイン（赤・白）
●ウイスキー
●ピーチウーロン
●ファジーネーブル
●カシスオレンジ

●パイナップルサワー

●ゆずはちみつサワー

-Shouchu and Oolong Tea-

-Sake （Hot・Cold）-
-Shochu-

-Wine (Red or White)-
-Whisky-

-Fuzzy Navel-
-Peach & Oolong Tea-

-Cassis & Orange-

-Pineapple Sour-
-Yuzu Honey Sour-

-Plum Liquor-

さらに豪華に…
こちらも飲み放題！

サッポロファイブスター
サッポロビール園限定生ビール

琥珀ヱビス〈樽生〉
クリスタル麦芽の味わい

500 円（550円）
税込

プラス

本格焼酎

リモンチェッロ
ほろ苦く爽やかなレモンの香り

-Sapporo Five Star Draft Beer-

-Draft Beer The Amber of YEBISU-

-Limoncello-( 水割り・ソーダ割り )

からり芋
和ら麦     

-Distilled from Sweet Potatoes “KARARIIMO”-

-Distilled from Barleys “WARAMUGI”-

キンキンに冷えたレモンサワー
凍らせたレモンがぎっしり！

-Special  Lemonn Sour-

白加賀梅酒
ほどよい甘みと酸味のまろやかな美味しさ

おかわりは ” なか ” のみ

[ ]
[お席のお時間は１２０分です ]

-Green soybean-

-Sausage-

-Spicy  fried octopus-
-Lamb Meat Ball & Cheese-

-Fried chicken-

-Hot Noodle ,Clam Soup-

-Ice cream-

-Mini-cake-

-Fried potato-

-Green Salad-

-Dipping noodle-

-Deal salmon-

-Lamb spring roll-

-Cold Noodle-

-Chinese cabbage kimuchi-

Monthly dish Please ask the Staff.

-Egg Soup-

-Baked Cheese Potato Rice Cake-

-Potato Croquette- - Wasabi Leaf   Pickled in Soy Sauce-

[お席のお時間は１２０分です ]

     写真はイメージです

-Spicy Squid -
-Radish Salad-

- Pickles-

-Grilled Squid-

-Cold Tofu-

-Shark Cartilage ＆ Pickled Plum-

-Curry ＆ Rice- -Fish Stick-

３種味付けジンギスカン食べ放題

■味付けジンギスカン３種
醤油  / 塩 /  漬込み / ハーブ /ニンニク塩

グループ全員統一のプランとさせていただきます

（Please choose three first.）（最初に３種類お選び下さい）

The inside of () is the included price.!

Soy sauce / Salt/   Soaking  /   Herb   / Garlic salt 

-Seasoning Lamb-

食べ放題 100分

大　人 3,400 円（3,740円）
税込

小学生 1,700 円（1,870円）
税込

One Person

   Elementary school children

食べ飲み放題

大　人 4,400 円（4,840円）
税込

小学生 2,200 円（2,420円）
税込

100 分
One Person

   Elementary school children

[お席のお時間は 120分です ]

All you can eat  and drink

All you can eat [　　]Last orders are taken
   at 20min.before

120min

[　　]Last orders are taken
   at 20min.before

120min

-Vegetables- ■ごま塩おにぎり -Rice Ball-

■ラムジンギスカン ■トラディショナルジンギスカン-Lamb Jingisukan- -Frozen Lamb -

■焼き野菜 

[お席のお時間は 120分です ]

飲み放題メニュー

■ライス -Rice-

●オレンジジュース
●コカ・コーラ

●レモンスカッシュ

●ジンジャーエール

●リボンナポリン
●メロンソーダ

●りんご

●ウーロン茶

-Orange Juice-
-Coca・Cola-

-Lemon Squash-

-Ginger Ale-

-Ribbon Napolin-
-Melon Soda-

-Apple-

-Oolong Tea-

-Sapporo Draft Beer-

-Draft Beer “Sapporo CLASSIC”-

-Draft Beer “YEBISU Premium Black”-
-Half ＆ Half-

-Alchole-free Beer -
   “Sapporo Premium Alchole Free”

●サッポロ生ビール黒ラベル <樽生 >

●サッポロクラシック <樽生 >

●ヱビスプレミアムブラック <樽生 >

●ハーフ＆ハーフ

●サッポロプレミアムアルコールフリー

●ジンジャーハイボール

●コークハイボール

●ハイボール

●夕張メロンサワー

●グレープフルーツサワー

●男梅サワー

●ライムサワー

●ナポリンサワー

●レモンサワー

●ハスカップサワー

-Whisky & Ginger Ale-

-Whisky & Coca・Cola-

-Whisky &Soda-

-Lemon Sour-

-Grapefruit Sour-

-Dried Plum Sour-

-Yubari Melon  Sour-

-Haskap  Sour-

-Napolin Sour-

-Lime Sour-

●ウーロン茶割

●日本酒（燗・冷）

●焼　酎

●ワイン（赤・白）
●ウイスキー
●ピーチウーロン
●ファジーネーブル
●カシスオレンジ

●パイナップルサワー

●ゆずはちみつサワー

-Shouchu and Oolong Tea-

-Sake （Hot・Cold）-
-Shochu-

-Wine (Red or White)-
-Whisky-

-Fuzzy Navel-
-Peach & Oolong Tea-

-Cassis & Orange-

-Pineapple Sour-
-Yuzu Honey Sour-

-Plum Liquor-

さらに豪華に…
こちらも飲み放題！

サッポロファイブスター
サッポロビール園限定生ビール

琥珀ヱビス〈樽生〉
クリスタル麦芽の味わい

500 円（550円）
税込

プラス

本格焼酎

リモンチェッロ
ほろ苦く爽やかなレモンの香り

-Sapporo Five Star Draft Beer-

-Draft Beer The Amber of YEBISU-

-Limoncello-( 水割り・ソーダ割り )

からり芋
和ら麦     

-Distilled from Sweet Potatoes “KARARIIMO”-

-Distilled from Barleys “WARAMUGI”-

キンキンに冷えたレモンサワー
凍らせたレモンがぎっしり！

-Special  Lemonn Sour-

白加賀梅酒
ほどよい甘みと酸味のまろやかな美味しさ

おかわりは ” なか ” のみ

食べ放題＜大人 2,970円 (税込 )＞＜小学生 1,485円 (税込 )＞

食べ飲み放題＜大人 3,960円 (税込 )＞＜小学生 1,980円 (税込 )＞

※11:30 ～ 15:00 までランチタイム 60分のコースもございます。
　　　　　　　　　お席のお時間は 90分です。[ ]

     写真はイメージです



Lilac Original, Seasoning Lamb Jingisukan

Seasoning Lamb -Garlic- Seasoning Lamb -Miso-Seasoning Lamb -Herb-

Seasoning Lamb -SoySauce- Seasoning Lamb -Salt- Soaking Lamb -SoySauce-

単品ジンギスカンメニュー

Lamb only,One dish Lamb & Vegetables,One dishEvery Kind

Pork Genghis Khan
Pork only,One dish

Pork & Vegetables,One dish

Items on this page are not included in the All-you-can-eat.

Vegetables

※「ラムジンギスカン」は美味しさを維持するため冷凍保存したものを使用しております。

Egg Soup

Chinese Cabbege Kimuchi

ア・ラ・カルト＆テイクアウトメニュー

Grilled Fish

Spicy Squid 

Homemade Salmon Marinade

Fried Chicken

“Spicy” Fried Octopus

Crab Cream Croquette

Green Soy Bean

Mix Salada

The inside of () is the tax included price.

Pork Sausage

Fried Potato

Butter Potato

German Potato

Hot & Sour Rice Porridge

-Half-

スー ラー

Hot & Sour Noodle

-Half-

スー ラー

Cold Noodle

-Half-

Rice Ball

Rice

-Large-

-Regular-

こちらのメニューはテイクアウトできます

Skewered Lamb

※テイクアウトの際は、割引券・サービス券等の優待サービスの対象外となります。
※テイクアウトは、原則現金のみのお取り扱いとなります。



ライラックのおすすめ
　　　テイクアウトメニュー！

　　ラム焼肉弁当
※「ラム焼肉弁当」はランチタイム限定商品です。(11:30 ～ 15:00 まで)

※割引券・サービス券等の優待サービスの対象外となります。
※ラム肉は、美味しさ維持するため冷凍保管したものを使用しています。

※テイクアウトのお支払いは現金のみとなります。


	弁当ライラックメニュー小
	臨時メニュー1小
	臨時メニュー２小

