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※表示価格は全て税別です。

フライドポテト ¥380

お好み焼き ¥510

鶏の唐あげ ¥490

たこやき（プレーン・味噌マヨ・ねぎマヨ） 各 ¥410

こりこり鶏なんこつ揚げ ¥420

４種のおつまみセット ¥650

いぶりソーセージ5 種 ¥500

ファーストおつまみ枝豆 ¥350

エビマヨ焼き ¥520

グリーンサラダ ¥480

関西風チヂミ ¥460

バナメイ海老の唐あげ ¥500

長いものベーコン巻き ¥380
カマンベールのぽてともち ¥430

その他
調味料

ALL ¥50

海老とソーセージの
パワーサラダ ¥420

生ハムとミックスビーンズの
パワーサラダ ¥420

カボチャの
パワーサラダ ¥420
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108 プレーン／ 109 味噌マヨ／ 110 ねぎマヨ

サラダをご注文の方はドレッシングをお選びください

A La Carte

125  スイートチリソース 126  青しそ 127  クリーミーごま 128  サウザンアイランド
129  フレンチ 130  イタリアン 131  チーズドレッシング

135  しょうゆ 136  マヨネーズ 137  トマトケチャップ 138  サウザンアイランド
139  クリーミーごま 140  スイートチリソース 141  フレンチ 142  青しそ
143  イタリアン 144  チーズドレッシング



※表示価格は全て税別です。

Pasta

Pizza & Doria

ミートソースパスタ ¥670

なすのアラビアータパスタ ¥720カルボナーラパスタ ¥690 ハッスルスープパスタ ¥690

ハンバーグドリア ¥680

ミラノ風マヨピザ ¥690

ハワイアンピザ ¥690

チーズ in チーズピザ 
¥690

カニのトマトクリームパスタ ¥720

ナポリ風ミックスピザ ¥660

ビーフミートドリア ¥680
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カニのむき身が入った
濃厚なトマトクリームソース

コクのあるトマトソースに
唐辛子を効かせた一品。
パルメザンチーズを振り
かけて召しあがれ！

ベーコンの旨味が抜群。
パルメザンチーズを振り掛けると
おいしさ UP! ちょっとだけ辛めのスープパスタ

パインとベーコンのコンビが
GOOD!!

小口ネギがたっぷり入って
チーズにマッチ！！

ハンバーグとドリアの
最強コンビ！！



Meat

Noodle

前沢牛のサーロインステーキ ¥3,600 黒毛和牛のサーロインステーキ ¥2,300
191 1921日限定2食／ホテルサービス価格 1日限定2食／ホテルサービス価格

厚焼き牛タンステーキ ¥1,000

和風おろしハンバーグ ¥680

和風しょうゆラーメン ¥680

三陸の磯の香りの塩ラーメン ¥680

キムチ煮こみうどん ¥680

卵とじみうどん ¥680

チゲみそラーメン ¥720
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201  ミニサラダ ¥280 202  ライス ¥200
203  コンソメスープ ¥100 204  みそ汁 ¥100

Set Menu

盛岡冷麺 ¥830

とろっとオムそば ¥780

210

214

日本の名牛、岩手の前沢牛。鮮やかな
〝霜降り肉“とろけるような舌触り、そ
して風味。前沢牛はこの三拍子が見事
に揃っている極上品！

ご当地グルメ「盛岡冷麺」
盛岡で絶対外せない一品。
コシの強さがクセになる♪

ふんわり卵の中にソースの
香ばしい焼きそばが入ってます。

さっぱりとした大根
おろしソースで♪

日本の頂点を極めた
みちのく岩手の岩手牛！

辛！冬でも夏でも
チゲ味噌ラーメン

胃がつかれた時
また、お夜食にも♪

※表示価格は全て税別です。



※表示価格は全て税別です。

Rice

肉キムチ丼 ¥720

マグロの漬け丼気仙沼風 ¥780

オムライスプレート ¥680

三元豚の厚切りカツカレー ¥810

メキシカンジャンバラヤ ¥690

シーフードピラフ サフラン風 ¥690

焼肉ピラフ ¥720

焼肉プレート ¥750

三元豚の厚切りカツ飯プレート ¥750
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三元豚のふわっとかつ丼 ¥780

オトナのお子様プレート（おまけ付） ¥990

シンプルカレー ¥650

221

230

231

こだわり三元豚で作ったカツ丼
やわらかな食べごたえ

おまけが「楽しみ」なのは
オトナも一緒♪

しょうゆ風味の焼肉ピラフ

チリソースのスパイシーなピラフ

三陸海岸は
気仙沼からお届け♪

軽い食感のサクサクしたトマト
パン粉で包んだとんかつ

トマトケチャップで
召しあがれ♪

サフランの彩り豊な色合いと風味で！



※表示価格は全て税別です。

Dessert

チョコレートレアケーキプレート ¥450

ストロベリーパフェ ¥400

小悪魔なハニートースト ¥420

もて遊ばれたハニートースト ¥420

魔性のハニートースト ¥420

チョコレートパフェ ¥400
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ストロベリーレアケーキプレート ¥450171

パンケーキ（チョコレート・ストロベリー・キャラメル） 各 ¥480

オトナの 3 種のリキュールでアイス♪ ¥600

175 チョコレートソース／ 176 ストロベリーソース／ 177 キャラメルソース

181 官能的な唇 （カシス・ストロベリー・カルーアミルク）
182 見せずに魅せる （チョコレート・ブランマニエ・ストロベリー）
183 体温でとろける （梅酒・ブランデー・ラム）



※表示価格は全て税別です。

Drink
生ビール

251  中ジョッキ アサヒスーパードライ ……………… ¥420
252  メガジョッキ アサヒスーパードライ …………… ¥980

岩手の地ビール
253  ベアレン ………………………………………… ¥350
254  銀河高原ビール ………………………………… ¥280

ウイスキー　サントリー角
262  ハイボール ……………………………………… ¥420
263  コークハイ ……………………………………… ¥400
264  ジンジャーウイスキー …………………………… ¥420

サワー
255  巨峰 ……………………………………………… ¥360
256  グレープフルーツ ……………………………… ¥360
257  レモン …………………………………………… ¥360
258  シークワーサー ………………………………… ¥360
259  ライム …………………………………………… ¥360

オトナのためのカクテル ¥420
275  セーラー服がお好き？ … ウィスキーベース（カクテルの女王様の風合い）

276  ビューティ・スポット …… ウォッカ・ストロベリーリキュールベース（甘酸っぱさがたまらない）

277  ラブマシーン ……………… コーヒーリキュールベース（ドSなオトコの味わい）

278  キスミークイック ………… ホワイトラム・ブルーキュラソーベース（唇にふれたらもう○○○…）

279  ストリッパー ……………… バナナリキュールベース（ついつい脱ぎだしてしまいたい気分に）

280  オーガズム・IN ………… カシスリキュールベース（おしゃれな一杯）

281  天使のおっぱい ………… ピーチツリーベース（やさしいかおり・天使の気分）

282  さわって２ ………………… グリーンバナナリキュールベース（甘さとおいしさを味わって）

283  ベッドの間で ……………… ビールベース（妄想と妄想のすき間のように）

284  ペチコートの下に ………… ウォッカベース（ロリータ系ピンクのカクテル）

260  カルピス ………………………………………… ¥360
261  巨峰カルピス …………………………………… ¥360
265  ウーロンハイ …………………………………… ¥420

 焼酎
266  赤霧島（芋）ロック …………………………… ¥420

　　　　あとを引くような甘みと気品高い香りが特徴

267 　　〃  　　 水割り …………………………… ¥420
268 　　〃  　　 炭酸割り ………………………… ¥420
269  博多小女郎 吟醸磨き（麦）ロック …………… ¥380

　　　　　贅沢な麦焼酎。キレの良さ、のど過しのさわやかさが楽しめます。

270 　　　　　〃  　　　　      水割り …………… ¥380
271 　　　　　〃  　　 　　　 炭酸割り ………… ¥380
272  たんたかたん しそ焼酎  ロック ……………… ¥360

　　　　　口の中に広がるさわやかな風味、香り高い赤いしそが幅広い世代から人気です。

273 　　　　　　〃 　　　  水割り ……………… ¥360
274 　　　　　　〃 　　　  炭酸割り …………… ¥360

日本酒（岩手の地酒）
純米大吟醸 285  あさ開 旭扇 ………………………… 1 合 ¥880 

286  菊の司 結の香 ……………………………… 1 合 ¥900

純米吟醸 287  南部美人 …………………………… 1 合 ¥620
 288  浜千鳥 吟ぎんが …………………… 1 合 ¥620
純米酒 289  月の輪 ……………………………… 1 合 ¥550

【美容と健康に♪】
290  あさ開の甘酒（ノンアルコール無添加） ……… 1 本 ¥620

岩手のスパークリングワイン
291  星の果樹園（ロゼ・白・辛口） ………… 720ml ¥1,600

292  星空のラプソディ（赤・中口） ………… 720ml ¥2,200

岩手のワイン 国内外から高い評価を得ている岩手のワイン

293  月のセレナーデ（赤・ロゼ・甘口） ……… 720ml ¥1,200

294  いわての銀河ぶどう園（赤） ………… 720ml ¥2,400
295  新コンツェルト（白・辛口タイプ） コンツェルトリッテ … 720ml ¥1,200
296  夜空のカノン（赤・甘口） ……………… 720ml ¥1,600
297  五月長根ぶどう園（白） ……………… 720ml ¥2,500
298  ナイアガラ（白・甘口） ………………… 720ml ¥1,800

ソフトドリンク
299  カルピス ………………………………………… ¥230
300  ウーロン茶 ……………………………………… ¥230
301  グレープフルーツジュース ……………………… ¥230
302  アイスコーヒー ………………………………… ¥230
303  アイスティ ……………………………………… ¥230
304  アップルティ …………………………………… ¥230
305  カフェオレ ……………………………………… ¥230
306  カフェラテ ……………………………………… ¥230
307  抹茶ラテ ………………………………………… ¥230
308  コーラ …………………………………………… ¥230
309  ジンジャーエール ……………………………… ¥230
310  ミルクココア …………………………………… ¥230
311  ホットコーヒー ………………………………… ¥230
312  メロンクリームソーダ …………………………… ¥350
313  ストロベリークリームソーダ …………………… ¥350
314  コーヒーフロート ……………………………… ¥350
315  コーラフロート ………………………………… ¥350
316  レモンスカッシュ ……………………………… ¥230
317  カルピスソーダ ………………………………… ¥230
318  メロンソーダ …………………………………… ¥230
319  ノンアルコールビール …………………………… ¥250

朝の栄養補給に！飲む点滴！

グラスのふちに願いをかける…

初心者の方に。さわやかな香りとフルーティな口当たり

人気 No.1

例える言葉が見つからないほどの美酒。IWC ゴールド賞受賞 2018

岩手県高級酒米「結の香」を使用。澄み切ったコメだけのおいしさ、フルーティな香り
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