★

★

★ レストラン

癒し亭

★

★

★

★

★

深夜メニュー

★2：00〜4：30ラストオーダー★

きゅうりの漬物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

“Obanzai set”Draft Beer with 3 appetizers

漬物盛り合わせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

生ビール

Fresh blueberry smoothie

★
一品

お酒セット

各￥1,000

ブルーベリーたっぷりスムージー・・・・・・￥700
★

“Kyuri-nukazuke” Cucumber fermenting in rice bran
“Thukemono moriawase” Assorted pickles

トマトスライス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥500
Sliced tomato

★

★

FRESH JUICE
★
★

★

★
生ジュース
★

グレープフルーツとオレンジの生ジュース

・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥700

Fresh grape fruit and orange squeezed juice

★

タコのから揚げ
鶏のから揚げ

“Kara-age” Fried chicken

本日のおばんざい（3種）
“Obanzai set” 3 appetizers

いづれか1品

★

★

Tempura of birds

“Kara-age” Fried octopus

★

麺類★

★

★

★

★
NOODLES

かけうどん・そば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥600
Noodle with soup Udon／Soba

★

★

★

★

★

★ BEER
DISHES FOR

Wheat shochu ／ potato shochu
（cold／hot／on the rocks）

サワー各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥500
（コーラ・カルピス・メロンソーダ・
リアルゴールド・グレープフルーツ）

Sour（Coke／Calpico／energy drink／melon ﬂavor／grape fruit）

Cafeʼ au lait（hot／iced）

コーヒーフロート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥470

★

★

★

WHISKY
★
★

Coﬀee with ice cream

★

★
ウィスキー
★

★

★

★

角水割り・シングル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥400
Kaku w/ water（single）

ポカリスエット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

塩ラーメン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥600

メロンソーダ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

Kirin whisky with soda
（double）

Pork bone ramen in soy sauce-based soup
Ramen in salty soup

★

★
ごはんもの
★
★

★

★

★

★
RICE

じゃこおろし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

お茶漬け
（梅・鮭）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥500

なめたけおろし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

焼きめし・・・・・・・・・・・ 単品￥600・味噌汁付￥700

ほし山キムチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥450

玉子丼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・味噌汁付￥600

ちくわ磯辺揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥450

親子丼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・味噌汁付￥700

焼きたて !赤玉出し巻き・・・・・・・・・・・・・・・・￥450

ビーフカレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥700

Japanese rolled omelet

Chu-hai lemon soda／oolong

★麦・芋焼酎（水割り・湯割り・ロック）￥500〜

とんこつ醤油ラーメン・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥600

おにぎり
（梅・鮭）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥380

Deep-fried browned ﬁsh cake with green seaweed ﬂakes

Iced coﬀee

カフェオレ（ホット・アイス）
・・・・・・・・・・・・・・￥420

酎ハイ
（レモン・ウーロン）・・・・・・・・・・・・・・￥500

★角ハイボール・シングル・・・・・・・・・・・・・・￥500

冷奴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

Korean kimchi

★

★
焼酎
★

ウーロン茶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

Chilled noodle in basket Soba

赤玉のたまごかけごはん・・・・・・・・・・・・・・・￥350

“Nametake oroshi” Mushroom & radish salada

アイスコーヒー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

★

★

きつねうどん・そば ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥650

枝豆 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

“Zyako oroshi” Sardine & radish salada

Coﬀee

★

SHOCHU
★

BEVERAGES
★

“Obanzai”

“Hiya-yakko” Chilled tofu

Kirin Free（alcohol free, 360ml, can）

ざるそば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥600

本日のおばんざい（3種）・・・・・・・・・・・・・・・￥520
“Edamame” Boil soy been

Milk（hot／iced）

Japanese vermicelli／NYUUMEN.

本日のおばんざい（一品）・・・・・・・・・・・・・・￥350
“Obanzai set” 3 appetizers

★

★
コーヒー＆ミルク
★

そうめん・にゅうめん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥600

Noodle with soup & fried tohu “age” Udon／Soba

★
おばんざい・
★ 小鉢

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥410

Kirin Tanrei W（360ml, can）

★

レギュラーコーヒー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

＋

Heineken（small, bottle）

★

COFFEE &★ MILK

鶏のから揚げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥580

鶏の天ぷら

Kirin Lager
（medium, bottle）

ハイネケン-2℃（瓶）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥520

★

ミルク
（ホット・アイス）・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

“Kara-age” Fried chicken

Kirin Draft（medium）

瓶ビール（中ビン）
キリンラガー ・・・・・・・￥370

★

たこのから揚げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥580

からお選びください

Kirin Black（small, bottle）

生ビール（中）
キリン一番搾り ・・・・・・・・・￥520

《ノンアルコールビール》KIRINフリー ・・￥350

Fresh lemon squeezed soda

Tempura of chicken

“Kara-age” Fried octopus

Kirin Draft（small）

生レモンスカッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥610

Fresh lempn squeezed juice

Wisky with soda

チューハイ

生ビール（小）
キリン一番搾り ・・・・・・・・・￥400

《発泡酒》淡麗W

いかのから揚げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥580

Chuhai（Lemon/Oolong）

★

★
ビール
★

生レモンジュース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥500

とり天・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥580
“Kara-age” Fried squid

★

キリン黒生ビール（小）・・・・・・・・・・・・・・・・・￥520

Draft Beer

角ハイボール

★

BEER★

★

★

★
★ ★
★
★
STARTERS

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

★

★

★
健康スムージー
★

★

“Nasu thukemono” Cucumber pickles

★

★

★

茄子の漬物
［下記のお酒＋一品のセット］

★

SMOOTHIE
★

★

★

★

ソフトドリンク
★

Oolong tea

Pocari Sweat sport dorink

角水割り・ダブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥600
Kaku w/ water（double）

Kirin whisky with soda（single）

角ハイボール・ダブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥700
★

カルピス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

★

★

SAKE★

Melon soda

★

★

★
酒
★

Calpico

清酒（上撰松竹梅・一合）・・・・・・・・・¥500

Real gold
（red bull）

冷酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

Coka cola

梅酒（ロック・ソーダ割）・・・・・・・・・・・¥500

リアルゴールド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350
コカ・コーラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥350

Sake(180ml,hot/room temperature)
Sake(180ml,chilled)

The rice with which egg was mixed

★オレンジジュース100% ・・・・・・・・・・・・・・￥400

Rice-ball
（Ume／Salmon）

★リンゴジュース100% ・・・・・・・・・・・・・・・・・￥400

Pickled plum and rice with green tea/Salmon and rice with green tea

トマトジュース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥400

Fried rice（with miso soup）

グレープフルーツジュース・・・・・・・・・・・・・・￥420

・館内では、館内着の着用をお願いします。

コーラフロート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥470

・こちらでは携帯電話のご利用（写真撮影）、通話はご遠慮願います。

“Donburi” Rice bawl with egg & chicken
（with miso soup）
“Donburi” Rice bawl with egg & chicken
（with miso soup）
Curry rice

その他お酒メニューは裏面にございます

100% Orange juice
100% Apple juice
Tomato juice

Grape fruit juice

Coka cola with ice cream

クリームソーダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥470
Melon soda with ice cream

Plum liqueur(on the rocks,or with soda)

★酒のボトルキープもございます
詳しくはスタッフまで
・お煙草は喫煙ルームでお願いします。
・当店は、お持込（飲食物）はお断りいたします。
尚、
その他お客さまのご迷惑となる行為は確認次第、お声を
かけさせていたださきます。予めご了承願います

