Food menu
Set meal

each１２５０yen

定食

＊The set meal comes with rice,miso soup,one article,and pickle．
定食にはご飯・みそ汁・小付・漬物が付きます。

＊Rice to large serving＋100 yen.ご飯大盛は１００円増し

① Crab cream croquette set meal
（Recommended！）

カニクリームコロッケ定食（当店おすすめ！）

② Pork cutlet set meal
（Pork loin use）

① Crab cream croquette set meal

とんかつ定食（豚ロース肉使用）

③ Hamburg steak set meal
（100% of beef,Handmade）
ハンバーグ定食（牛肉100％の手作り）

④ Yakiniku pork set meal
（pork shoulder loin used）

Various single item

④ Yakiniku pork set meal

各種単品

each９００yen

＊Single dish set with 2 small bread + 300yen.
各種単品はプラス３００円で小型パン２個とセットにできます。

⑤ Crab cream croquette
⑥ Pork cutlet

カニクリームコロッケ単品

とんかつ単品

⑦ Hamburg steak
⑧ Yakiniku pork

ハンバーグ単品

焼肉単品

⑥ Pork cutlet

⑦ Hamburg steak

Curry

＊Currys to large serving + 200yen.

① Curry and rice

大盛は２００円増しになります。

カレーライス

（A little spicy handmade pork curry）
（少し辛めの手作りポークカレー）

７５０yen

② Dry Curry

ドライカレー

（the curry and the rice which fried beef,
vegetables,nuts and curry powder）
（牛挽肉と野菜・ナッツなどをカレー粉で炒め、ごはんにのせたカレー）

８５０yen
③ Curry and rice with
two crad cream croquettes
（Recommended croquette 2 pieces）
カニクリームコロッケカレー（おすすめカニコロ２コ）

１1００yen

④ Curry and rice with a pork cutlet
（There is a volume）
カツカレー （ボリューム満点）

１１００yen

⑤ Curry and rice with hamburg
（Hamburg and curry match）
ハンバーグカレー（ハンバーグとカレーも合う）

１１００yen

Pasta（Homemade sauce）パ ス タ （ 自 家 製 ソ ー ス ）
＊Pasta to Large serving＋200yen.

パスタの大盛は２００円増しになります。

① Meat sauce

② Tomato sause

ミー トソ ー ス

トマトソース

８００yen

Noodles

８００yen

麺

＊noodles to Large serving＋200yen. そば・うどんの大盛は２００円増しになります。
＊Set with half rice and pickles＋100yen.プラス１００円で半ライスと漬物付きのセットになりま
す。

③ Buckwheat noodles

④ Pork udon noodles

（only summer）ざるそば（夏季限定）

（only winter）肉うどん（冬季限定）

Rice bowl
⑤ O･ya･ko･don

親子丼（みそ汁・小付・漬物付き）

（bowl of rice topped with chicken and eggs,
miso soup,one article and pickles ）
＊Rice to large serving＋100yen.
ご飯大盛は１００円増し

８5０yen

Snack
① O･TU･MA･MI Dumplingsおつまみ餃子（一口サイズの揚げ餃子） ５５０yen
（Fried dumpling for something to go with alcoholic drinks）

② French fried potatoes
③ Vegetable salad
④ Ham and eggs

５５０yen

フレンチポテト

6００yen

野菜サラダ

６５０yen

ハム エッ グ

⑤ Nozawa-na kimchi（only winter） 野沢菜キムチ（冬季限定） ４００yen
⑥ Rice

２００yen

ごはん単品

⑦ Miso soup

２００yen

みそ汁単品

Bread & Dessert
⑧ Ice cream（only Vanilla）アイスクリーム（バニラのみ） ５００yen

⑨

Swiss bread

（with homemade apple jam）

⑩ Unbaked cheesecake
レアチーズケーキ

スイスブレッド（自家製りんごジャム付）

４５０yen

55０yen

＊When you order drinks with bread or cake, 50yen off
スイスブレッド・レアチーズケーキをお飲物と一緒にご注文の場合５０円引き

Breakfast

朝ごはん

（Until 11：00a.m.）

･Breakfast set

１1００yen

（fried egg,rice,miso-soup,pickle,two articles and seaweed）
朝定食 （目玉焼き、ごはん、みそ汁、漬物、のり、小付２品）

･Morning set
（fried egg,bread,coffee or black tea）
モーニングセット（ハムエッグ、パン、コーヒーor紅茶）

１０００yen

Drink menu

Alcoholお酒

Asahi draft beer（middle size）

６００yen

生ビール（中）

Asahi draft beer（small size） 生ビール（小）

５００yen

Bottle beer（500ml）瓶ビール（中瓶）

５５０yen

Shiga Kogen beer（Bottle330ml）

５5０yen

志賀高原ビール

Non-alcoholic beer（Bottle334ml）ノンアルコールビール ４００yen
５5０yen

A glass of wine（red or white）グラスワイン（赤・白）

Half bottle wine（red or white）ワイン（赤・白３６０ml） １,１００yen
Full bottle wine（red or white）ワイン（赤・白７２０ml）

２,2００yen

“Yamabushi”bramley saison

２,2００yen

Hot sake

山伏 （赤・白７5０ml）

５5０yen

あつかん（１合）

Cold sake

５００yen

冷酒

Hot Drink
Blended coffee
ブレンドコーヒー

American coffee
アメリカンコーヒー

Cafe au lait
Black tea

カフェオレ

紅 茶

Black tea Pot
紅茶ポット（2杯分）

Hot milk

ホットミルク

４００yen
４００yen

Iced cafe au lait ５5０yen

５００yen
４００yen
６００yen
４００yen

Cocoa(hot chocolate)ココア５００yen
Green tea

緑 茶

Cold Drink

Iced coffee

４００yen

アイスコーヒ－

４５０yen

アイスオーレ

Iced black tea
アイスティー

Iced milk

４５０yen

４００yen
Iced black coffee with Ice
Cream コーヒーフロート
５５０yen
Lemon soda
５５０yen
アイスミルク

レモンスカッシュ

Ice-cream soda
クリームソーダ

５５０yen

Soft Drink All ４００yen
・Orange juiceオレンジジュース ・Mango juice マンゴージュース
・Apple juice アップルジュース ・Tomato juiceトマトジ ュ ー ス
・Ｃｏca-Cola コカ・コーラ
・Oolong Tea ウーロン茶
・Ginger ale（Wilkinson dry）ジンジャーエール（辛口）

