
！

900

1

煮込 968

1155

11:00～22:00
11:00～17:00



+ +

お通し生ハム
アテの最初にスペイン産ハモンセラーノ

オリーブの醤油漬け
和風アレンジで箸が止まらない

彩り野菜のピクルス
お酢でヘルシーに野菜摂取

合鴨スモーク
鶏にはない味わい深い美味しさ

白菜キムチ
おかずのもう一品にもちょうどいい

ポテサラ
温玉乗せでリッチな仕立てです

三色ナムル
合間にちゃっかり栄養補給

塩煎りカシューナッツ
テーブルにあるだけで安心

枝豆
塩ゆで温かスタイルで

母さんのぬか漬け
愛情込めて毎日、漬けてます

ガーリックシュリンプ
カリッと小エビ＆エキゾチックソース

パテ・ド・カンパーニュ
お肉前菜の代表、お野菜を添えて

自家製レバーペースト
ワインのお供には欠かせません

おつまみクリームチーズ
にんにくの香りが食欲を刺激

よだれ鶏
自家製の蒸し鶏をピリ辛ごまダレで

チーズ in オムレツ
トマトソースで食べる定番の洋食

「乾杯セット」1500円（税込）

（380・580メニュー各1品 ＋ 生中 or スパークリング or ハイボール）



鶏の唐揚げ 580円（税込638円）
派手さはないけどこの上ない。ご飯にお酒に◎

フライドポテト 450円（税込495円）

油淋鶏 630円（税込693円）

生パン粉のとんかつ 680円（税込748円）

タコの唐揚げ 630円（税込693円）

タルタル鯵フライ 630円（税込693円）
2枚入

広島県産カキフライ 650円（税込715円）
3ヶ入

棒棒鶏サラダ
自家製の蒸し鶏をバンバンジーソースで

温玉シーザーサラダ
仕上げにパルメザン＆ブラックペッパー

S：1～2人前 M：3～4人前
580円(税込638円) 780円(税込858円)

定食セット 250円（税込275円）

ご飯・味噌汁・小鉢でお食事に

＊お一人様用ハーフサイズおつまみメニューあります＊

樽詰スパークリングワイン
グラス 380円（税込418円）

かち割り 480円（税込528円）

サッポロ黒ラベル生
中ジョッキ 500円（税込550円）

ハイボール各種
選べる9種 420円～

瓶ビール 各550円（税込605円）

アサヒ・キリン・サントリー



熱々アヒージョ 680円（税込748円）

えび or 砂肝 or カマンベール

おかわりバゲットスライス 150円(税込165円)

名物！鉄鍋お肉３種の盛合せ(一人前)
ソーセージ＆ベーコン＆豚バラ、ザワークラウト添え

880円(税込978円)

(写真は二人前です)

バーニャカウダ

S：1～2人前 680円(税込748円)

M：3～4人前 880円(税込968円)

パリパリアンチョビキャベツ 380円（税込418円）

ガーリックトースト 5カット 580円（税込638円）

3カット 380円（税込418円）

あさりの白ワイン蒸し 380円（税込418円）

貝の旨味が体に染み渡る悦

スパイシー枝豆 480円（税込528円）

カレー風味の小粋な奴

はちみつナッツのカマンベールチーズ
580円（税込638円）

こだわりポテトフライ 680円（税込748円）

ジャンキーチーズミート ／ アンチョビバター

♪

樽詰スパークリングワイン
グラス 380円（税込418円）

かちわり 480円（税込528円）

サッポロ黒ラベル生
中ジョッキ 500円（税込550円）

厳選ハウスワイン
グラス 赤/白 450円（税込495円）

ボトル 2500円～

ハイボール各種
選べる9種 420円～

カマンベールのオーブン焼 680円（税込748円）

りんごとシナモン香る歓喜のおつまみ

厚切りベーコンエッグ 780円（税込858円）

想像をちょっと超えてくる美味しさ

煮込みハンバーグ 880円（税込968円）

1枚1枚手ごねの店内仕込みです

フォワグラのポワレ 980円（税込1078円）

フレンチが誇る食文化をギリギリまでリーズナブルに

シェフの気まぐれリゾット 980円（税込1078円）

一期一会の一皿を堪能する



カルボナーラ

城町流 生パスタ
レギュラー：ミニヒレ 1050円（税込1155円）

がっつりカツ：ロース 1180円（税込1298円）

定番メニューも生パスタで旨い‼
各980円（税込1078円）

地元の製麺企業・クリタ食品株式会社さんと共同開発。

邑楽館林産《百年小麦》を使用したオリジナル麺は、試行錯誤の末にここだけの「もちもち」食感を実現。

長い歴史の中でうどん文化を育んできた、この土地だからこそ楽しめる生パスタをご賞味ください。

ナポリタンミートソース

クリーム明太子 ジェノベーゼ

×

～ 百年小麦 ～

邑楽・館林で収穫された小麦
（品種：つるぴかり）

当店ではふわふわ食感が自慢のパン
ケーキ、姉妹店の「emile」ではサク
サクのワッフルにも使用しています。

百年小麦web

↑取扱店舗情報↑



から揚げサラダ丼 880円（税込968円）

ヘルシーも捨てがたいガッツリご飯

香味ソースカツ丼 880円（税込968円）

胡麻の香りがジューシーなカツを引き立てます

チキン南蛮定食 930円（税込1023円）

唐揚げにタルタルと南蛮酢でご飯が止まらない味

煮込みハンバーグ定食 1130円（税込1243円）

1枚1枚、店内手ごねのハンバーグをグツグツと

豚キムチ焼きうどん 880円（税込968円）

深い旨味を重ねたプロの技

キッズプレート 600円（税込660円）

ふりかけご飯・ポテト・オムレツ
からあげ・ウィンナー・オレンジジュース

キッズうどん（温・冷） 450円（税込495円）

オレンジジュース

定食セット 250円(税込275円)

お好きなツマミに合わせて満足ご飯へ

〆

ハヤシライス 750円
意外と外で食べられないんですよね

オムハヤシ 900円
幸せのふわとろ卵を乗せたら、もはや飲み物

ハヤシバーグ 1050円
スプーンが止まらない、至福の味

カツライス 1150円
西日本流、とんかつをハヤシソースで喰らう

カキハヤシ 1200円
意表を突くコンビも、食べたら納得

オムハヤシバーグ 1250円
贅沢を一皿の中に実現

定食・丼メニューにはご飯・味噌汁・小鉢が付きます。



バスク風チーズケーキ 580円
スペイン発祥、ワインにも合うコク旨チーズ

キャラメルのセミフレッド 580円
自家製アイスケーキのスライス。バナナを添えて

大人のアイスクリーム 480円
リキュールの香りとクランブルでザクザク美味しい

本日のデザート 420円

食堂プリン 450円
昔ながらの硬めタイプを丁寧に作ってます

アフォガート 420円
アイスにほろ苦エスプレッソをかけて

アイスクリーム 350円
バニラ/チョコ/抹茶/みかんソルベ

コーヒー 380円

カフェオレ 420円

カフェラテ 450円

エスプレッソ 350円

コーヒーフロート 480円

紅茶 380円

セット割100円

上記デザートを一緒にご注文の方



各380円(税込418円)

シャーリーテンプル

ジンジャー ＋ グレナデン

サラトガクーラー

ジンジャー ＋ ライム

ライムトニック

トニック ＋ ライム

オレンジフラワークーラー

オレンジ ＋ グレナデン ＋ トニック

オレンジジンジャー

オレンジ ＋ ジンジャー

レモンティーソーダ

レモン ＋ 紅茶 ＋ ジンジャー

バブルレモン

バブルガム ＋ レモン ＋ ソーダ

各300円(税込330円)

各400円
(税込440円)

ざくろ ／ 白桃 ／ マスカット ／ いちご
青りんご ／ パイン ／ カラマンシー

コーラフロート

ジンジャーフロート

メロンクリームソーダ

各420円（税込462円）

ノンアル人気No.1‼
100%果実の発酵酢で美しく健やかに

カクテル気分で運転もOK

SSID U_SHIROMACHI_2.4G
PASS 20181203

コカコーラ

オレンジ

ラムネ

メロンソーダ

カルピス

ジンジャーエール

トニックウォーター

烏龍茶

緑茶

炭酸水



ソーヴィニヨン・マルヴァージア
イル・プーモ 2500円(税込2750円)

ぐんぐん広がっていく香りを楽しむだけでも価値のあるワイン。
お食事の1本目にふさわしい味わいをどうぞ。

パスレル・シャルドネ
2600円(税込2860円)

白ワインの代表品種・シャルドネ100%で間違いのない味。
ほどよく辛口で飲みやすいです。エチケットの可愛い天使が目印。

ブルゴーニュ・ピノノワール
ステファン・ブロカール 2900円(税込3190円)

渋味が少なく、ベリー系の酸味が広がるのが特徴の品種。
軽めの飲み心地は、お疲れ気味の一杯にもおすすめです。

バラオンダ・カロ
2500円(税込2750円)

えっ、コスパ良すぎ。と、つい言ってしまうスペインの新星。
カロは軽やかのカロ。グラスが進むこと間違いなしです。

カベルネソーヴィニヨン・レゼルヴ
ジャンクロード・マス 2900円(税込3190円)

しっかり赤ワインしてる、フルボディの1本。
重めが好きな方には迷わずこちらをおすすめしています。

モスカート・ペタロ
ボッテガ 2500円(税込2750円)

あのマツコ・デラックスが絶賛した、ほのかにバラが香る
甘～い幸せの味。ワインが苦手な方でも、特別な日にも。

甘口

ランブルスコ
ディ・ソルバーラ 2500円(税込2750円)

コスパ抜群、上質な赤の辛口スパークリング。
すっきりと飲めるため、いろいろな料理に合わせられます。

辛口

辛口

超甘口

スワロー・リースリング
2900円(税込3190円)

リンゴや桃のような香りとキュートな甘さ。
でも甘いだけじゃなく、しっかりとブドウの味が広がります。

モスカート・ダスティ
ヴィラットリア 2900円(税込3190円)

「ワインは苦手」というあなたにこそお届けしたい、
ブドウの甘みが弾ける1本。こんなワインもあるんです。

キュヴェ・メゾン・メルロー
2500円(税込2750円)

しっかりと濃い味だけど、重すぎず渋すぎずまろやか。
ミディアムとフルの間が欲しい時に最適です。

甘口 辛口

ミディアム

ミディアム

フル

ライト



① ヒゲ 420円(税込462円)
ブラックニッカ・クリア (ジャパニーズ)
グビグビいける、まさに「クリア」なハイボール。

② トリス 420円(税込462円)
トリスクラシック (ジャパニーズ)
マスコットおじさんの名前は「アンクルトリス」。

③ C.C.ソーダ 450円(税込495円)
カナディアンクラブ (カナディアン)
飲みやすく「ハイボールデビューに最適」との声も。

④ ジムビーム 450円(税込495円)
ジムビームホワイト (アメリカン バーボン)
ローラのCMで話題の、いま日本で最も身近なバーボン！

⑤ サントリー角 450円(税込495円)
角瓶 (ジャパニーズ)
サントリーが生んだ日本ハイボールの代名詞！

740円(税込814円)

800円(税込880円)

800円(税込880円)

860円(税込946円)

980円(税込1078円)

2倍サイズで豪快に飲む!!

ハイボール3種飲み比べ
（ハーフサイズ×３杯）

980円（税込1078円）

👍

⑥ デュワーズ 480円(税込528円)
デュワーズホワイトラベル (スコッチ)
スコッチ米国シェアNo.1 ＆ バーテンダー支持率No.1

⑦ ジェムソン 480円(税込528円)
ジェムソン・スタンダード (アイリッシュ)
ウィスキー発祥の地。終着駅のような一杯。

⑧ ジャック 550円(税込605円)
ジャック・ダニエル (アメリカン テネシー)
世界で最も売れている銘柄。気分転換に最適。

⑨ メーカーズ 550円(税込605円)
メーカーズマーク (アメリカン クラフトバーボン)
封蝋の形もすべて違う、1本1本手作業のこだわり。

⑤

①

⑥

②

⑦

⑨

⑧

④

③

✨

🎁

勝負を2つのサイコロに賭けて。。



アサヒスーパードライ

キリン ラガー

サントリー プレモル

各550円(税込605円)

セット 450円(税込495円)

なか 180円(税込198円)

そと 280円(税込)308円

アサヒ ドライゼロ 420円（税込462円）

ザ・チューハイ 350円(税込385円)

レモンサワー／グレフルサワー

ライムサワー／カルピスサワー／

烏龍ハイ／緑茶ハイ／紅茶ハイ

各380円(税込418円)

[麦]いいちこ / [芋]黒霧島

（ロック・水割・お湯割・ソーダ割）

420円(税込462円)

サッポロ黒ラベル

中ジョッキ 500円(税込550円)

大ジョッキ 920円(税込1012円)

グラス 350円(税込385円)

料理に合うのは結局 シンプル！

「大人エレベーター」上がる？
人気再燃中‼

・

ネームタグ“ミニ絵馬”刻印サービス好評実施中♪
願いをアルコールに乗せて。。

セット料金・割り材 各300円(税込330円)

烏龍茶／緑茶／紅茶／炭酸水／レモン

各社そろってます！仲良く乾杯。

おとな



カクテル 100
自分の “お気に入り” を見つけに行く？

ファジーネーブル (+ オレンジ)

レゲェパンチ (+ ウーロン茶)

ライチソーダ
ライチオレンジ

マンゴーオレンジ
マンゴーミルク

ジンジャーラム
キューバリブレ(+ コーラ)

マリブコーラ
マリブミルク 各450円(税込495円)

カルーアミルク

オペレーター (+ ジンジャー)

スプリッツァー (+ ソーダ)

キール （+ カシス）

ワイントニック

キティ (+ ジンジャー)

スプリッツァー・ルージュ
カーディナル (+ カシス)

カリモーチョ (+ コーラ)

and more..

ジントニック
ジンバック (+ ジンジャー)

オレンジブロッサム
ジンライム

モスコミュール (+ ジンジャー)

スクリュードライバー (+ オレンジ)

カシスオレンジ
カシスソーダ
カシスウーロン

カンパリソーダ
カンパリオレンジ

ざくろ ／ 白桃 ／ いちご ／ パイン

青りんご ／ マスカット ／ カラマンシ―

各450円(税込495円)

ロック／水割り／ソーダ
420円(税込462円)

於波良岐 純米吟醸 750円(税込825円)

分福 純米吟醸 750円(税込825円)

分福 特別本醸造 580円(税込638円)

燗酒 580円(税込638円)

地元で醸造!! 館林の地酒を呑む


