
※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。※仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。

※一部のメニューにアレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。

キャベツとベーコンのパスタ 1,350円 豚丼 1,450円

鯵フライ御膳 1,750円 お刺身御膳 2,400円

そばとしらすの二色丼 1,650円 てまり寿司と茶そばの
お花見セット 1,750円

お団子風にアレンジしたてまり寿司と、
抹茶椀をイメージした

茶そば（静岡茶）のセットです

季節のメニュー



※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。※仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。

※一部のメニューにアレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。

春キャベツと国産豚の
陶板蒸し焼き 1,250円

山菜天ぷら 1,350円

御殿場豆腐と茄子の揚げ出し 750円 あさりの酒蒸し 900円

鯛兜煮 1,200円 桜鯛お造り 1,650円

蛸の酢の物 800円 新玉サラダ 500円



※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。※仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。

※一部のメニューにアレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。

サ飯 サウナで汗を流したあとにピッタリの
ボリューム感たっぷりのメニュー

美味鳥から揚げ入り
土鍋のカレーうどん 1,760円

四川麻婆豆腐
あいがけカレー 1,870円

大人のお子様ランチ 1,980 円
「みしまコロッケ」「あしたかつ」「美味鳥のから揚げ」「御殿たまごの出汁巻き」など、
ご当地グルメが一度に味わえる大人も楽しいプレートです。



※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。※仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。

※一部のメニューにアレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。

海鮮丼と
美味鳥豆乳コラーゲン鍋御膳
 　　　　　　　　　　 2,200円

御
膳

金目鯛炙り焼き御膳
 2,200円

天ぷらお刺身御膳・・・・・・・・・・・・・・・・2,400円
国産牛 すき焼き御膳・・・・・・・・・・・・・・・2,500円
静岡県産豚のロースカツ御膳・・・・・・・・・・・2,000円
陶板カツ煮御膳・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円
湯葉と御殿たまごの卵とじ御膳・・・・・・・・・・1,750円
美味鳥のからあげ御膳・・・・・・・・・・・・・・1,650円

 

贅沢御膳

このはな御膳 4,400円
 季節のお鍋に八寸、お造りなどを
セットにした彩り豊かな
玉手箱のような御膳です。
小鉢二種、八寸、お造り四種盛り、蒸し物、
季節の鍋、ちらし寿司、味噌汁



※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。※仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。
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土鍋のカレーうどん 1,540円　

うどん
ざるうどん・・・・・・・・・・ 900円
天ぷらうどん・・・・・・・・1,760円
肉うどん・・・・・・・・・・・1,650円

御厨（みくりや）そば 900円

そば

御厨（みくりや）天ぷらそば
    　  1,760円

御厨 ( みくりや ) そばとは
御殿場地方では、古くから祝い事の際などに、客人への
御馳走料理として手づくりのおそばを出す習慣があります。
そばのつなぎに「山芋」や「自然薯」を使うのが特徴で、
のどごしの良さと素朴な味わいを兼ね備えています。

御殿場勝又わさび園の
わさび丼        1,300円　

マグロのほほ肉炙り丼
                    1,870円　

丼
物

天丼・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800円
美味鳥と御殿たまごの親子丼・ ・・・・・・・・・・1,430円
しらすと中落ち二色丼・ ・・・・・・・・・・・・・1,700円

御殿場産のわさびは
知る人ぞ知るわさびブランドです。
うまみ、からみ、爽快感をお楽しみください。



※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。※仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。
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カレーライス（ミニサラダ付き）・・ 990円

カツカレー（ミニサラダ付き）・・・1,700円

スペアリブカレー
（ミニサラダ付き）

　　　　　　　　　　　　　1,870円 カレー

お子様うどんセット
1,100円

お子様カレーセット・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,100円
お子様ピラフセット・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,100円
単品お子様うどん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 550円
単品お子様カレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 550円
単品お子様ピラフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 550円

お子様メニュー



※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。※仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。

※一部のメニューにアレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。

 炙り焼き盛り合わせ
（干物・つくね・野菜炭火焼き）1,980円

美味鳥の串焼き 900円

つくね炭火焼き 卵黄添え・・・・・・・・・・・・・・・・ 600円
マグロスペアリブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 700円
イカの干物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600円
金目鯛炙り焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,430円

マグロ山かけ・・・・・・・・・・・・・ 495円
マグロタタキ・・・・・・・・・・・・・ 990円

お造り三種（二人前盛り）・・・・・・・ 1,650円
お造り三種（一人前盛り）・・・・・・・・ 880円

炭火焼き

一品料理 刺身

写真は2人前です。

※炭火で焼き上げるため、お時間が掛かります。



※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。※仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。

※一部のメニューにアレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。

美味鳥のからあげ 880円

国産牛富士山溶岩焼き 2,750円

三島コロッケ 800円

ポテトフライ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   440円
ししゃもフライ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 550円
揚げたこ焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・ 660円
天ぷら盛り合わせ（海老・鱚・野菜天ぷら）・・ 1,650円

一品料理 揚げ物

一品料理 おすすめ

あつあつスキレットの
じゃがバター～塩辛添え～
　　　　　　　　 770円

富士山溶岩石の遠赤外線効果により、
素材がふっくら柔らかく召し上がれます。

銅鍋のまんま
焼きたて御殿たまごの出し巻き 1,100円



※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。※仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。
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トマトモッツァレラチーズ
1,100円

大根サラダ 990円

一品料理

お 食 事

梅茶漬け 550円

シーザーサラダ・・・・・・ 1,000円
いぶりがっこチーズ・・・・・ 660円
ソーセージ盛り合わせ・・・ 880円
牛すじの煮込み・・・・・・・748円
板わさ・・・・・・・・・・・・ 495円
しらすおろし・・・・・・・・ 495円
長なす漬物・・・・・・・・・・ 495円

単品ごはん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200円
ごはんセット（白飯+香の物+味噌汁）・・・・・・・・・・・・・ 400円

イカの塩辛 ・・・・・・・・・ 440円
枝豆・・・・・・・・・・・・・・ 385円
もずく酢・・・・・・・・・・・ 385円
茹で落花生・・・・・・・・・・ 385円
もろきゅう・・・・・・・・・・ 330円
塩キャベツ・・・・・・・・・・330円

焼きおにぎりセット
（焼きおにぎり+味噌汁） 550円



D e s s e r t甘味

※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。※仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。

※一部のメニューにアレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。

白玉ぜんざい 
550円

抹茶わらび餅
 550円

かぼちゃプリン
550円

みつ豆
550円

チョコアイス
220円

黒ごまアイス
220円

抹茶アイス
220円



車を運転されるお客様へのアルコールの提供はいたしておりません。

※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。＊仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。

※一部のメニューにアレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。

お飲み物

デュワーズ 550 円

静岡麦酒  中ジョッキ 700円
　　　  　 　 グラス550 円

ビール

ウイスキー

サッポロ黒ラベル（中瓶）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 770 円

アサヒスーパードライ（中瓶）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 770 円

キリン一番しぼり（中瓶）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 770 円

プレミアムモルツ（中瓶）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 825 円

サッポロプレミアム アルコールフリー（小瓶）・・・・・・・・・・・・・・・ 500 円

樽薫る（富士御殿場蒸留所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600 円

お風呂上りに至福の一杯。
生ビールにおつまみがついたお得なセットです。

湯上りセット

静岡麦酒ジョッキ一杯＋小鉢2種 1,000円

ふじのくに限定。静岡限定の麦芽１００%ビール。
きめ細かい泡となめらかな口あたり。
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焼酎
御殿場 芋焼酎（静岡）25 度グラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 660 円
                                    ボトル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,500 円
「紅あずま」を使用したフルーティーで口当たりまろやかな本格焼酎です。

御殿場 芋焼酎（静岡）25 度 御殿場わさび付き・・・・・・・・・・・・・・・ 880 円
おろしたての御殿場産わさびを焼酎に入れてお召し上がりください。

三岳 芋焼酎（鹿児島）25 度 グラス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600 円
                                     ボトル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,800 円
鹿児島県産さつま芋を原料として、原生林に濾過された名水で仕込む本格焼酎です。

みくりやの雫 米焼酎（静岡）25 度 グラス・・・・・・・・・・・・・・・・・ 660 円
                                              ボトル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,500 円
富士山の伏流水にて仕込み、低圧蒸留方法により口当たりがまろやかな味わいの本格焼酎です。

八海山 よろしく千萬あるべし 米焼酎（新潟）25 度 グラス・・・・・・ 600 円
                                                                   ボトル・・・・・・ 4,800 円
発酵途中に清酒粕を加え、ほのかに吟醸酒を思わせる香りのあるモロミから滅圧蒸留した、貯蔵年数 2年以上の焼酎です。

丸山 麦焼酎（長野）25 度 グラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600 円
                                  ボトル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,800 円
日本酒蔵が醸す麦焼酎です。麦の甘い香りと旨みをお楽しみください。

奄美の結 黒糖焼酎（鹿児島）25 度 グラス・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600 円
                                              ボトル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,800 円
黒麹ならではのコクとまろやかな甘さが特徴です。

リキュール 赤梅酒・・・・・・・・・・・・・・・・・ 550 円
しそ、梅、ぶどうの３種のポリフェノール入り。香り豊かで赤く鮮やか。

黒梅酒・・・・・・・・・・・・・・・・・ 550 円
紀州南髙梅100%使用。黒糖入りで程よいコクとまろやかな甘みが特徴です。

志太泉梅酒（静岡）・・・・・・・・・ 650 円
梅の果実のフレッシュな香りと酸味を可能な限り引き出し「ロゼ色」の
鮮やかな色彩が特徴です。



レモンサワー ・・・・・・・・・ 550 円

瀬戸内レモンサワー ・・・・・ 550 円

ライムサワー ・・・・・・・・・ 550 円

巨峰サワー・・・・・・・・・・・ 550 円

柚子みつサワー ・・・・・・・・ 550 円

カシスサワー ・・・・・・・・・ 550 円

男ウメサワー ・・・・・・・・・ 550 円

ウーロンハイ ・・・・・・・・・ 550 円

緑茶ハイ ・・・・・・・・・・・・ 550 円

サワー

日本酒
木の花 生貯蔵 ( 静岡） 300ml・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,050 円
爽やかで飲みやすくしかもキレが良い。お食事の邪魔をしないスッキリとした味わい

越の初梅本醸造 生貯蔵（新潟） 300ml・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,150円
新鮮で芳醇な香りと辛口の軽い喉越しが特徴。

正雪本醸造酒（静岡） 300ml・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,400 円
爽やかなフルーティーな香りと、柔らかな旨みとキレと、どれをとってもすばらしい仕上がりです。

白隠正宗辛口純米（静岡）　 300ml・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500 円
全量静岡県産米にこだわった辛口純米酒です。 米の旨味が引き立たったまろやかで口当たりが良い日本酒です。

浦霞 純米酒（宮城） 300ml・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,600 円
米の旨みが存分に生きた、すっきりとバランスのよい味わいです。

英君純米吟醸酒（静岡） 300ml・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,600 円
香りや甘みに派手さはないですが、上品で爽やかな香りの静岡型吟醸酒です。

獺祭純米大吟醸 45（山口）  300ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,700 円
最高の酒米といわれる山田錦を 45％まで磨いて醸した純米大吟醸。きれいで新鮮な味と柔らかで繊細な香りが絶妙なバランスを保っています。

お燗酒 ( 一合 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600円

車を運転されるお客様へのアルコールの提供はいたしておりません。

※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。＊仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。

※一部のメニューにアレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。



クレアシオン・シャルドネ（チリ） グラス・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600円
                                              ボトル・・・・・・・・・・・・・・・・2,300円
シャルドネは濃い金色をしていて、桃やレモンのニュアンスを持ったグースベリーのアロマが編著です。

シャルドネ・ヴァン・ド・フランス（フランスブルゴーニュ） ハーフボトル・・1,850円
                                                                                                   ボトル・・・・・ 3,500円
南仏ラングドック産のシャルドネ種を100%使用。ライムを思わせるようなアロマと爽やかで切れの良い口当たりの、フレッシュな白ワインです。

フィリベール・デュカール シャブリ （フランスブルゴーニュ） ボトル・・ 4,600円
レモンやグレープフルーツ、柑橘類の爽やかな香りの奥に、微かにシャブリ特有の火打ち石のような香り。
シャブリらしいミネラル分、ハチミツのような風味のあるバランスの整った辛口ワイン。

白ワイン

赤ワイン
クレアシオン・カベルネソーヴィニヨン（チリ）グラス・・・・・・・・ 600円
                                                                 ボトル・・・・・・・ 2,300円
濃いレッド・ヴァイオレット色をしていて、アロマは胡椒やジャムのニュアンスを含む新鮮な赤果実の風味を持ちます。

ピノ・ノワール・ヴァン・ド・フランス（フランスブルゴーニュ） ハーフボトル・・1,850円
                                                                                ボトル・・・・ 3,500円
南フランス産ピノ・ノワール種を 100％使用した、繊細で豊かな味わいが特長のワイン。

ビコーズ カベルネ・ソーヴィニョン （アメリカ カリフォルニア） ボトル・・4,600円
暖かい土地で皮まで熟して育ったぶどうから、果実味が豊で濃密な味わいが生まれました。
ブラックベリーやブラックチェリー、カシス、モカ、シガーの煙のような深みと樽香などが楽しめます。

ソフトドリンク
コカコーラ・・・・・・・・・・・・・・・450 円
カナダドライジンジャーエール・・450 円
メロンソーダ・・・・・・・・・・・・・ 450 円
カルピス・・・・・・・・・・・・・・・・ 450 円
ウーロン茶・・・・・・・・・・・・・・・450 円
ミニッツメイド 野菜と果実の健康レシピ・・450 円
オレンジジュース・・・・・・・・・・ 450 円

富士山サイダー・・・550 円
赤富士サイダー・・・550 円

車を運転されるお客様へのアルコールの提供はいたしておりません。

※表示金額は税込金額となります。※写真はイメージです。※お米は国内産を使用しています。＊仕入状況により料理内容が異なる場合がございます。

※一部のメニューにアレルギーの原因となる食材を使用しております。アレルギーをお持ちの方は係におたずねください。


