《ホテル宿泊者限定》 週替わり夜定食
《FOR HOTEL GUESTS ONLY》WEEKLY DINNER SET MENU

※写真はイメージです

9/12～9/18

みらい

播州百日鳥のタタキ丼
奥久慈卵の温泉卵添え

Mirai pork and cabbage sautéed with luxurious
Chu Hou spicy miso

¥1,200

旨味が凝縮された播州百日鶏ならではの風味と柔らかくしっとりとした食感
を楽しめます。刻み海苔と温泉卵、ピリッとしたわさびの相性が抜群です。
■スープ・小鉢・サラダ・香の物・
ミニデザートが付きます。
INCLUDES SOUP, SIDE DISHES, SALAD, PICKLES,
AND DESSERT.

■ご飯の量は

小・中・大

から選べます。

YOU CAN DECIDE WHETHER YOU WANT A SMALL, MEDIUM, OR LARGE SERVING OF RICE.

DINNER MENU
営業時間： 1 7 : 0 0 ～ 2 2 : 0 0

OPEN HOURS : 5 PM - 10 PM

お食事とお飲み物のご提供は 2 1 : 0 0 までです。
Appetizers

Meals & drinks are served until 9:00 pm

前菜

豪華刺身八点盛り合わせ

¥2,000

Assorted sashimi
本マグロ・勘八・炙り〆鯖・いくら・小柱・梶木・うに・つぶ貝
(仕入れ状況により内容を変更する場合があります。)
Bluefin tuna, greater amberjack, broiled salted and vinegared
mackerel, salmon roe, small scallops, swordfish, sea urchin,
whelk (assortment may vary with availability)

本マグロ頭肉刺身(予約制)

¥2,000

Bluefin tuna head sashimi
（by reservation only)
別名「ノウテン」。入手困難な幻の食材、脂の乗りが抜群です。
Also known as "Nouten"
It is a hard-to-find ingredient, very fatty and delicious.

茨城県産ブランド豚「味麗」の生ハム
筑波山仕立て

¥1,200

Uncured ham of Mirai pork from Ibaraki
Prefecture, prepared Mt. Tsukuba style
味麗豚の赤身の旨味と脂身の甘みを十分に味わえる生ハム。甘みが強く
日本酒にもワインにも良く合います。
This sweet ham goes perfectly with both Japanese sake and
wine

播州百日鶏のたたき
Lightly grilled Banshu Hyakunichidori chicken
旨味が凝縮された播州百日鶏ならではの風味と柔らかくしっとりとした
食感を楽しめます。土佐のだし醤油でお召し上がりください。
Enjoy with Tosa seasoned soy sauce

¥1,000

Vegetarian dishes

野菜料理

青菜のダブルガーリック炒め

¥800

Double-garlic stir-fried vegetables
シェフ一押し。刻みと揚げ、2種類のニンニクを使用しブロッコリーを
食感・味ともに良く仕上げました。
This chef's special includes garlic seasoned and cooked to
perfection

土浦蓮根の天婦羅 炭酸揚げ
(8月～4月の期間限定)

¥800

Tsuchiura lotus root tempura fried with
carbonic acid (available August–April only)
生産量日本一の土浦蓮根、味も日本一です。二種類の塩（レモンとさく
ら）でお召し上がり下さい。
Tsuchiura lotus root is Japan’s most widely grown, tastiest
lotus root variety. Enjoy with two types of salt (lemon
＆ Cherry Blossoms).

気まぐれサラダ(一人前)

¥300

Salad of the day (for one)
その名の通り気まぐれです。内容はスタッフに問い合わせください。
This salad changes from day to day. Ask staff for details.

陳さんの麻婆豆腐
Jin-san’s mabo tofu
しびれる辛さが癖になります。山椒の苦手な方は遠慮下さい。
You won’t be able to get enough of this eye-wateringly spicy
dish. Recommended for those who love peppers.

¥900

Fish and seafood

海鮮料理

特大ホッケ焼き

¥1,500

Extra large grilled Atka mackerel
脂のりも抜群で、ふんわりホクホクの身は箸が止まらない美味しさで
す。
This mouthwatering light and fluffy mackerel is perfectly
juicy.

金目鯛の煮付け

¥1,300

Red snapper poached with soy sauce
ふっくら柔らかく煮上がった金目鯛の煮つけ。上品でコク深い味に仕上
げました。
This sumptuous, rich red snapper is poached until soft and
fluffy.

魚介のアクアパッツア

残ったスープを使ったリゾットをご用意できます。

¥1,800

+￥1,000

Pesce all'acqua pazza
Add 1000 yen to have a risotto made using your
leftover broth.
魚介のうまみたっぷり。スープまで完食の一皿です。
Full of the delicious blessings of the sea, you'll want to finish
this dish down to the very last drop.

世界最高グレード「天使の海老」
香港チリ炒め

¥1,500

Top-grade angel prawns sautéed in chili sauce
Hong Kong style
生でも食べられる鮮度抜群な海老をスパイスの効いたチリ炒めに仕上げ
ました。
So fresh you could eat them raw, these prawns are sautéed in
a tangy chili sauce.

海老のチリソース
Chili shrimp
中華の定番料理。大ぶりの海老を使用しました。
A classic Chinese dish made with extra large shrimp.

¥1,500

Meat

肉料理

常陸牛ステーキわさび醤油で（約200g）

¥7,500

Hitachigyu steak with wasabi soy sauce
(approx. 200 g)
茨城県が誇るブランド牛です。Ａ５ランクご用意しました。
The pride of Ibaraki Prefecture, this Hitachigyu steak is
ranked A5.

国産牛サーロインステーキ（約200g）

¥3,800

Japanese beef sirloin steak (approx. 200 g)
程よい霜降りで肉の旨味と脂身の甘味を楽しめます。
With just the right amount of marbling, you can enjoy the
flavor of the meat and the sweetness of the fat.

茨城県産ブランド豚「味麗」の
低温ローストマスタード添え

¥1,300

Slow-roasted Mirai pork from Ibaraki Prefecture
with mustard sauce
低温でローストする事によりあっさりと召し上がれます。
A light pork roast cooked at low temperature.

茨城県産ブランド豚「味麗」の
厚切り豚しゃぶガーリックソース
Thickly slicked Ibaraki Prefecture Mirai pork
shabushabu in garlic sauce
付け合わせの薄切り胡瓜を巻き付けてお召し上がりください。
Enjoy the pork shabushabu wrapped in the thin cucumber
slices.

¥1,300

Meat

肉料理

「味麗豚」と最上級中華味噌「柱候醤」で
仕上げた回鍋肉

¥1,300

Mirai pork and cabbage sautéed with luxurious
Chu Hou spicy miso
柑橘系の香辛料を使用したオリジナル味噌です。
Mirai pork and cabbage sautéed with luxurious Chu Hou spicy
miso

自家製スモークチキンステーキ

¥1,100

House smoked chicken steak
桜とブナのチップで４時間ゆっくりスモークしました。好みでマスター
ドとどうぞ。
Smoked slowly for four hours using cherry and beech wood
chips. Delicious with a touch of mustard.

豚軟骨の角煮マスタード添え

¥1,100

Stewed pork gristle in mustard sauce
じっくり５時間かけて煮込んだコラーゲンたっぷりの豚軟骨。肉はほろ
ほろ軟骨部分まで柔らかく召し上がれます。
This delicious pork has been simmered for five hours to a
perfect tenderness.

ハンバーグと目玉焼き彩り野菜のプレート
Hamburger steak served with fried egg and
colorful vegetables
オニオンソースとの相性は抜群です。
Perfect with onion sauce.

¥1,300

Rice

ごはんもの

豪華海鮮丼

¥2,000

Sumptuous seafood rice bowl
本マグロ・勘八・梶木・〆鯖・小柱・いくら・うに・つぶ貝等豪華で
す 。( 仕 入 れ 状 況 に よ り 内 容 を 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。 )
Prepared with bluefin tuna, greater amberjack, swordfish,
salted and vinegared mackerel, small scallops, salmon roe,
sea urchin, whelk, and other sumptuous seafoods.

ローストビーフ丼温泉卵とともに

¥1,500

Roast beef rice bowl with seasoned soft-boiled
egg
低温調理する事でジューシーに仕上げたローストビーフです。
Roast beef rice bowl with seasoned soft-boiled egg

ビーフストロガノフ

¥1,200

Beef stroganoff
大量の牛肉を使用。奥深い味わいに仕上げました。
Prepared with extra beef and a rich flavor.

海鮮チャーハン

¥1,200

Seafood fried rice
茨城県産『奥久慈卵』を使用しました。
Made using Okukuji eggs from Ibaraki Prefecture.

鰻丼
Unadon rice bowl with broiled eel
金糸玉子や海苔との相性も良く仕上がりました。
Excellent with thin egg strips and nori.

ダ ブ ル double

¥1,500
¥2,800

Rice

ごはんもの

定食セット

¥500

Fixed meal set
ご飯・スープ・サラダ・香の物・デザート
rice, soup, side dishes, salad, pickles, and dessert.

ご飯（大盛り無料）

¥150

Rice
ご飯の大盛は無料です。
Extra rice available free of charge.

Noodle

麺料理
¥1,000

クリーミー担々麺
Creamy Szechuan noodles
女性に人気です。スープにライスを入れてリゾット風に楽しめます。
Popular with female guests, you can mix rice with leftover
broth for a risotto-like delicacy.

Kids menu

お子様向け

お子様ハンバーグプレート
Children's hamburger steak plate
ごはん、ハンバーグ、目玉焼き、彩り野菜、デザートがのったプレート
Includes rice, hamburger steak, fried egg, colorful
vegetables, and dessert.

¥1,300

Pizza

ピザ

焼きたてミックスピザ（約30㎝）

¥2,400

Mixed Pizza（Approx. 30 cm）
外はカリッと、中はもちもち食感の本格ナポリ風クラストにトマトソー
ス、ナチュラルチーズ、ペパロニソーセージ、ベーコン、マッシュルー
ム、ブラックペッパーをトッピングしました。
Authentic Neapolitan-style crust with crispy outside and
sticky inside, topped with original tomato sauce, natural
cheese, pepperoni sausage, bacon, mushrooms and black
pepper.

Desserts

デザート

ミニパンケーキ

¥680

Mini Pancakes
もちもち食感のミニパンケーキです。果肉たっぷりのフルーツソース、
濃厚なアイスと一緒にお召し上がりください。
Serve with pulpy fruit sauce and thick ice cream.

気まぐれデザート3点盛り合わせ

¥680

Assorted 3 whimsical desserts
シェフの気まぐれデザート盛り合わせ。
内容はスタッフまでお問い合わせください。
Chef's whimsical dessert platter.
Please inquire with our staff for details.

アイスクリーム
ice cream
濃厚で滑らかな口当たりのアイスクリーム。
バニラ（舞天女）・ピスタチオ・柚子シャーベットの中から
お好きな味をお選びください。
IChoose from pistachio, vanilla, or yuzu sorbet
Please choose your favorite flavor.

¥300

Beer

ビール

キリン一番搾り生

キリン 零ICHI ノンアルコール

麦のおいしいところだけを搾る一番搾り

「一番搾り製法」で、麦のうまみをてい

製法でつくった麦芽100％の贅沢なビー

ねいに引き出した、おいしさをゆっくり

ルです。麦本来のうまみが感じられる、

味わえるノンアルコール飲料。

調和のとれた飲みやすい味わいです。

¥600

Sours

¥450

各¥450

サワー

こだわり酒場のレモンサワー
こだわりの果実まるごと仕込と黄金比率ブレンド
によりレモンありのままの美味しさを楽しめます

氷結無糖レモンサワー

巨峰サワー
白桃おろし
キウイおろし

糖類・甘味料不使用。甘くないから、レモン本来

高知生姜おろし

の味が引き立ちます。どんなお食事にも○

コラーゲンローズヒップ

Wine

ワイン

陽はまた昇る（赤）

Ashicoco（白）

山形、長野など東日本で栽培されたタ

日本固有のワイン用葡萄品種甲州種を

ナ種とカベルネ・ソーヴィニョン種な

主体に、ケルナー種やデラウェア種を

ど の 葡 萄 を 使 用 。し な や か な 果 実 味 、

ブレンド。やや甘口の白ワインです。

しっかりとした酸と渋み。深い紫色を

フルーティさを生かすため低温でじっ

した力強く優しい赤ワインです。

くり醗酵させました。

ボトル ￥7,500

ボトル ￥5,000

チリ産グラスワイン（赤・白）

各 ￥500
ハーフ ￥1,800

スパークリングワイン

Soft drink

ソフトドリンク

赤ぶどうジュース

ウーロン茶

グァバジュース

ホットコーヒー

100％オレンジジュース

アイスコーヒー

ジンジャエール

各¥300

Sake
【京都】松竹梅

日本酒

豪快

辛口

【石川】天狗舞 山廃仕込純米酒

酒通をうならせる凛として

山廃仕込特有の濃厚な香味と

すっきりしたのどごし。

酸味の調和がとれた

お燗をつけた時に燗映えする

個性豊かな純米酒。

豪快で男性的な辛口清酒です。

濃い山吹色は目も楽しませてくれます。

---お料理との相性---

---お料理との相性---

香りが控えめで主張しすぎない味わいで、

煮つけや麻婆豆腐、ビーフストロガノ

和食・中華・洋食等どんなお料理にも〇。

フなどしっかりとした味付けの料理、
アイスとの相性も◎

一合

¥500

【茨城】武勇 本醸造 黒ラベル

一合

【茨城】渡舟 五十五 純米吟醸

標準的な辛口。冷だと飲みやすく

ボリューミーな味わいは感じさせつつ、

流れるような舌ざわり、

綺麗でなめらかな印象も。

キレの良さを楽しみたい方は

適度なキレもあり、

燗が良く合います。

飲み手にストレスを感じさせません。

---お料理との相性---

---お料理との相性---

香り控えめで主張しすぎない味わいで、

てんぷら、アクアパッツァ、生ハムなど

和食・中華・洋食どんなお料理にも〇。

食材を生かした繊細な料理との相性が◎

一合

¥700

¥600

一合

¥1,000

香り強い

【茨城】男女川 純米吟醸
TSUKUBA100

薫酒 熟酒

全て「つくば」の純米吟醸。
米は酒造好適米の五百万石、
味が淡い

水は筑波山の湧き水を使用。
フルーティーでキレがある甘辛な味わい。

爽酒 醇酒

---お料理との相性--てんぷら、アクアパッツァ、鶏たたきなど
食 材 を 生 か し た 繊 細 な 料 理と の 相 性 が ◎

一合

¥900

香り控えめ

味が濃い

Shochu

焼酎

（ロック・水割り・炭酸割よりお選びください）
【鹿児島】一粒の麦（麦）

【三重】村正（麦）

軽快な香り、濃く丸い味わい。立ち香

スパッとした切れ味のよさとコクのある

はシャープな印象、ベース香に麦の香

味わいが魅力。低温発酵により素材の持

ばしさ。ロック、水割りで人気のある

つ旨みを引き出し蒸留過程で美味しいと

一本です。

ころだけを抜き取った贅沢な逸品。

グラス

¥600

ボトル ￥3,500

【鹿児島】富乃宝山（芋）

グラス

¥500

ボトル ￥3,000

【鹿児島】紫の赤兎馬（芋）

黄麹仕込み。グラスに注ぐ瞬間の香

紫芋特有のフルーティーな香りと芋焼酎

りは軽く、一口ふくんだ時の旨みは

本来の口の中に広がる甘いふくよかな味

深い。柑橘系の爽やかな香りとキレ

わいが特徴。やさしくまろやかな口当た

のいい口当たりです。

りが楽しめます。

グラス

¥700

ボトル ￥4,500

グラス

¥700

ボトル ￥5,000

ボトルのお供
アイス
炭酸水
梅干し

￥300
￥300
￥300

Shochu

お湯（ポット）
￥300
ミネラルウォーター ￥300
アイスレモン
￥300

梅酒

（ロック・水割り・炭酸割よりお選びください）
【茨城】百年梅酒

【茨城】木内梅酒

国産青梅「白加賀」100％。

常陸野ネストビールを蒸留してビー

ブランデーベースの濃厚な梅酒。とろーり

ルスピリッツにし、そこに梅の実を

として深みのある味わいが特徴です。

漬け込んだ梅酒。 ビールのもつホッ

五年以上も熟成させた梅酒なので、味は

プの風味に梅実の味わいが程よくマ

とてもなめらか。時間をかけてゆったり

ッチ。 他にはないさらりとした旨口

と飲みたい高級梅酒に仕上がっています。

の味わいをお楽しみください。

グラス

¥500

グラス

¥500

Whisky

ウイスキー

（ロック・水割り・ハイボールよりお選びください）
ホワイトホース

陸
黄桃やオレンジ、リンゴを想わせるほの

スモーキーな薫香と花や蜂蜜を想わせ

かな甘い香り、澄んだ口あたりで何層に

るフレッシュな香り、まろやかであり

も感じる香味豊かなおいしさが広がりま

ながらドライな味わいが楽しめる上質

す 。味 わ い は や わ ら か く ス ム ー ス 、 フ ル

な本場スコッチウイスキー。

ーティで深みのある熟成香の余韻が程よ
く長く続きます。

グラス

¥500

ボトル ￥3,000

ジョニーウォーカーブラック

グラス

¥600

ボトル ￥5,000

知多

12年熟成をコンセプトとした世界初

愛知県にある知多蒸溜所で生まれたグレ

のブレンデッドスコッチ。

ーンウイスキーのみをブレンドしてつく

シングルモルトだけで29もの原酒を

られるウイスキー。ウイスキーらしい確

用いながら、スモーキーさを中心に

かな熟成感がありながらも、軽やかな飲

バランスのとれた味わい。

み心地が特長です。

グラス

¥700

ボトル ￥6,000

グラス

¥850

ボトル ￥10,000

マッカラン
黄麹仕込み。グラスに注ぐ瞬間の香
りは軽く、一口ふくんだ時の旨みは
深い。柑橘系の爽やかな香りとキレ
のいい口当たりです。

グラス

¥1,300

ボトルのお供
アイス
炭酸水
梅干し

￥300
￥300
￥300

お湯（ポット）
￥300
ミネラルウォーター ￥300
アイスレモン
￥300

All you can drink menu

１２０分

お一人様

(税込)

2,000円

飲み放題メニュー

※終了30分前ラストオーダー
※一組単位でのご注文を承ります。

ビール
キリン一番搾り生

サワー
・こだわり酒場のレモンサワー
・氷結無糖レモンサワー
・巨峰サワー

ワイン

・白桃おろし

グラスワイン（赤・白）

・キウイおろし

日本酒

・高知生姜おろし

松竹梅

・コラーゲンローズヒップ

焼酎・梅酒・ウイスキー
・村正（麦焼酎）

豪快（熱燗・冷）

（ロック・水割り・炭酸割り）

・ホワイトホース

・百年梅酒

ソフトドリンク
・赤ぶどうジュース

・ジンジャーエール

・グァバジュース

・ウーロン茶

・100％オレンジジュース

・コーヒー

