
Muslim-friendly Menu
ムスリムフレンドリーメニュー

*Please note the chicken and beef we use for the menu above are all Halal certified. 
*The soy sauce and other seasonings used in these menus contain no alcohol. 
*These menus are reservation only. 
  Please make your reservation a minimum of 4 days in advance of your preferred date. 
*All Muslim-Friendly menus contain no pork products or alcohol. 
  Please note that other dishes that may contain these ingredients are also 
  prepared in the same kitchen. 
*Please note that alcoholic beverages are served in the restaurant and that guests 
  who drink alcohol might be seated next to your table. 
*Cookware, kitchen utensils used exclusively for cooking the Muslim-Friendly menus 
  are kept apart from the utensils used 
  for the non-Halal food to avoid contamination. 
  Dining plates and utensils are the same as those used for the other menu items. 
*The picture shown is a representative image. 
  Course menus may vary depending on seasonal availability. 
*All prices shown above include a 10% service charge and consumption tax. 

※鶏肉と牛肉については、ハラル認証を受けたお肉を使用しております。
※アルコール無添加の醤油や調味料を使用いたしております。 
※4日前までの御予約制とさせていただいております。 
※全てのムスリムフレンドリーメニューには豚肉、酒類は使用しておりませんが、
　調理場内ではそれ以外の料理も同時 に調理・提供をいたしております。 
※店内では酒類を販売いたしております。
　お席がお酒を飲まれているお客様の隣になる場合がございます。
※調理器具は、ムスリムフレンドリーメニューの調理専用のものを使用し、
　それ以外の調理器具が混ざることのないよう、 区別して保管しています。
　食器については、他の料理と共有で使用しております。
※写真はイメージです。そのため、食材の仕入れや季節によりメニュー内容に、
　一部変更が生じる場合がございます。 
※上記料金には税金及び、サービス料10%が含まれております。 

〒530-0001  大阪市北区梅田3丁目1番1号 TEL. 06-6344-1235(代表)
TEL. (+81) 6-6344-1235

https://www.granvia-osaka.jp/
3-1-1 Umeda kita-ku,Osaka 530-0001

Email:granvia@hgo.co.jp

Muslim Friendly Special Lunch Course 
JPY3,500 (tax & service chg. included) 

Vegetable Potage/Salad Saison(Seasonal Seafood and Vegetables)/
Fish of the Day with Laver Seaweed Sauce/Rice/Coffee or Tea
※Halal Beef Steak is available as a substitution of the broiled fish at additional JPY1,000. 

野菜のポタージュ /サラダセゾン~旬の魚介類と野菜のサラダ仕立て~ /
本日の魚料理 岩ノリソース / ライス /コーヒー又は紅茶
※「本日の魚料理」はプラス ¥1,000 で牛肉のステーキに変更できます。

ムスリムフレンドリー特別ランチコース
\3,500(税金・サービス料込)

Muslim Friendly Special Dinner Course
JPY8,350 (tax & service chg. included) 

Vegetable Potage/ Salad Saison (Seasonal Seafood and Vegetables) / 
Fish of the Day with Laver Seaweed Sauce / Halal Beef Steak/Rice / 
Fruit&lce cream / Coffee or Tea 
※Halal Beef Steak is available as a substitution of the broiled fish at additional JPY1,000. 

野菜のポタージュ /サラダセゾン~旬の魚介類と野菜のサラダ仕立て~
/本日の魚料理 岩ノリソース / 牛肉のステーキ /ライス
/フルーツ・アイスクリーム /コーヒー又は紅茶 
※「本日の魚料理」はプラス ¥1,000 で牛肉のステーキに変更できます。

ムスリムフレンドリー特別ディナーコース
\8,350(税金・サービス料込)

Muslim Friendly Special Kaiseki Course 
JPY10,000 (tax & service chg. Included) 

Starter / Japanese soup / Sashimi (sliced raw fish) / Grilled Fish / 
Traditional Dish of the Day/ Hot Pot / Rice / Miso Soup/ Pickles / Fruit 

先付 /椀物 /造り /焼物 (魚 ) / 強肴 / 鍋物 /御飯・味噌汁・漬物 /フルーツ

ムスリムフレンドリー特別会席
\10,000(税金・サービス料込)

Traditional Japanese Restaurant 
"Ukihashi" 

French Restaurant " Fleuve"  
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