
冷やしトマト ￥300 (税込330円)

もろきゅう ￥300 (税込330円)

山芋の千切り ￥380 (税込418円)

枝豆 ￥380 (税込418円)

天豆 ￥380 (税込418円)

塩セロリ ￥380 (税込418円)

胡瓜の一本漬け ￥350 (税込385円)

茄子の一本漬け ￥380 (税込418円)

ピクルス オリーブ添え ￥380 (税込418円)

フライドポテト ￥450 (税込495円)

オニオンリング ￥400 (税込440円)

ゴボウスティック ￥500 (税込550円)

冷奴 ￥380 (税込418円)

板わさ ￥380 (税込418円)

ちくわ胡瓜 ￥380 (税込418円)

シュウマイ（４ヶ） ￥380 (税込418円)

サラミ オリーブ添え ￥380 (税込418円)

ミックスナッツ ￥380 (税込418円)

ポッキー ￥380 (税込418円)

バケット (５枚 ) ￥300 (税込330円)

チーズ盛り合わせ ￥800 (税込880円)

～ 即菜 ～
【すぐに出せる新鮮野菜おつまみ】

～ とりあえず ～



￥650 (税込715円)

アボカドユッケ ￥500 (税込550円)

生肉の代わりにアボカドを使用！

だし巻きたまご ￥650 (税込715円)

八郷産の新鮮たまご使用！

￥700 (税込770円)

￥550 (税込605円)

和風だしであつあつ！

￥880 (税込968円)

ほっけ焼き ￥880 (税込968円)

ししゃも焼き (6尾) ￥600 (税込660円)

カルシウム不足に！

いわしの丸干し (2尾) ￥450 (税込495円)

日本酒・焼酎といかがでしょうか♪

タコキムチ ￥680 (税込748円)

ピリ辛おつまみでお酒が進みます！

目光の唐揚げ ￥680 (税込748円)

身がふわふわで丸ごと食べられます！

タコの唐揚げ ￥680 (税込748円)

ジューシーで美味しいタコの唐揚げ♪

ガーリックシュリンプ ￥680 (税込748円)

カリッとジューシーなガーリックシュリンプ！

手羽先の唐揚げ (３本) ￥580 (税込638円)

￥800 (税込880円)

～ 一品料理 ～

にんにくバター醤油風味！

山芋の和風ガーリックステーキ

揚げ出し豆腐

だし巻きたまご  チーズがけorめんたいソースがけ
だし巻きたまごのトッピングでチーズかめんたいソースか選べます

いわしのアヒージョ バケット添え
いわしの美味しいあぶらが染み込んでいます

トマトソースがかかったクリームコロッケ♪

クリームコロッケ (2ヶ) ～トマトソースがけ～

ジューシーな手羽先は黒胡椒仕立てのスパイシーな味付けです

脂のってます！食べごたえあるボリュームです



￥1,200 (税込1,320円)

バーニャカウダ ￥980 (税込1,078円)

陣屋門の蒸し野菜 【Ｍサイズ】 ￥880 (税込968円)

野菜本来の味を蒸し野菜でご堪能ください♡♪ 【Ｌサイズ】 ￥1,480 (税込1,628円)

Ｌサイズは２～3人前です！野菜たっぷり食べたい方にお勧めです☆

￥780 (税込858円)

￥650 (税込715円)

ポテトサラダに生ハムを添えておしゃれに盛り付けました。

海鮮サラダ ￥880 (税込968円)

￥800 (税込880円)

豆腐と海藻のサラダ ￥700 (税込770円)

￥580 (税込638円)

ペペロンチーノ ￥800 (税込880円)

にんにくが効いた辛めなパスタです！

カルボナーラ ￥900 (税込990円)

アラビアータ ￥900 (税込990円)

ピザ　マルゲリータ ￥800 (税込880円)

半熟卵とベーコンのピザ ￥1,000 (税込1,100円)

～ ピザ ～

おつまみピザです。チーズたっぷりです。

とろーり半熟卵を広げてお召し上がりください。

たっぷりのサラダと鮮魚のカルパッチョです。魚はスタッフにお尋ねください

辛味の効いたトマトソースパスタです！

生ハムとマッシュポテトサラダ

半熟卵を絡めてどうぞ！

ベーコンが入ったチーズたっぷりのパスタです！

～ パスタ ～

～ 前菜・サラダ ～

色とりどりのグリル野菜をあたたかいアンチョビにんにくソースで！

大根がシャキシャキです！

生ハムシーザーサラダ

大根サラダ     

さっぱり美味しいタルタルサラダ,アボガドの食感が絶妙です

サーモンとアボカドのタルタルサラダ      

ごまダレを使ったヘルシーなサラダです！

いろいろな魚介をたっぷりのせたサラダです！

本日の鮮魚のカルパッチョ           



合鴨の洋風ソテー ￥1,480 (税込1,628円)

コクと深みがひろがる赤ワインソースです！

合鴨の和風ソテー ￥1,480 (税込1,628円)

にんにく醤油味のソースです！

￥1,280 (税込1,408円)

つくば鶏のタレ焼き ￥1,280 (税込1,408円)

つくば鶏の美味しさを甘しょっぱいタレ焼きで♪

つくば鶏の竜田揚げ        ￥980 (税込1,078円)

さっぱりとした味付です！お好みでタルタルソースをつけて。

    ￥880 (税込968円)

常陸牛のカルパッチョ ￥1,880 (税込2,068円)

ローストビーフ        ￥1,780 (税込1,958円)

豪州産の牛もも肉を使用したローストビーフ！

  ￥1,380 (税込1,518円)

ご好評につきボリュームアップしました。2～3人でどうぞ♪

￥1,200 (税込1,320円)

￥880 (税込968円)

ソーセージ盛り合わせ        ￥880 (税込968円)

鶏肉のアヒージョ バケット添え
にんにくと唐辛子が効いたアヒージョです。

つくば鶏の美味しさをシンプルに塩焼きで♪

チョリソー含む３種類のソーセージを使用しています！

～ 肉料理 ～

常陸牛を使用したカルパッチョです。たっぷり野菜と一緒に！

つくば鶏の塩焼き

トリッパのトマトソース煮込み バケット添え
牛の第2の胃袋“ハチノス”をトマトソースで煮込みました。

柔らか豚タンルート煮
甘辛テイストな柔らか煮豚。

弓豚のトンテキ
1枚200gの肉厚ロースを使用した弓豚のトンテキです。



【 串揚げ盛り合わせ 】

￥1,380 (税込1,518円)

￥780 (税込858円)

【 串揚げ単品 】

常陸牛                ￥350 (税込385円) (税込132円)

弓豚ロース            ￥300 (税込330円) (税込132円)

つくば鶏     　　　   ￥250 (税込275円) (税込132円)

海老                  ￥330 (税込363円) (税込132円)

ホタテ                ￥250 (税込275円) (税込165円)

カマンベールチーズ    ￥200 (税込220円) (税込132円)

玉ねぎ         　  　 ￥120 (税込132円) (税込132円)

じゃがいも            ￥120 (税込132円) (税込132円)

長ネギ          　    ￥120 (税込132円) (税込132円)

にんにく              ￥120 (税込132円) (税込132円)

エリンギ              ￥120

長芋                  ￥150

ズッキーニ　          ￥120

シシトウ              ￥120

サツマイモ            ￥120

南瓜                  ￥120

チョリソーウィンナー  ￥120

ちくわ 　　　　　　 　￥120

シュウマイ 　　　 　　￥120

うずらの卵            ￥120

～ 串揚げ ～

陣屋門のおまかせ 10本揚げ

陣屋門のおすすめ ５本揚げ
おすすめ5本揚げ！

とってもお得なおまかせ10本盛り合わせ！



￥880 (税込968円)

￥880 (税込968円)

つくば鶏をたっぷり使っています！

￥950 (税込1,045円)

￥880 (税込968円)

￥450 (税込495円)

￥400 (税込440円)

￥300 (税込330円)

￥250 (税込275円)

本日のシャーベット   ￥380 (税込418円)

￥300 (税込330円)

～ グラタン・ドリア ～

香ばしく焼けたチーズと牛乳をたっぷりと使ったクリーミーなホワイトソースが最高です！

大ぶりの海老たっぷりでプリプリに仕上げました！

スパイシーなカレードリア！卵とチーズがカレーとマッチ♪
カレードリア（陣屋門風焼きカレー）

野菜の（グラタンorドリア）

チキン（グラタンorドリア）

海老の（グラタンorドリア）

～ ご飯 ～

お茶漬け　 鮭・梅・めんたい
〆にぴったりです！三種よりお選び下さい。

ガーリックライス 
食欲増進！にんにくが香ばしい！

焼きおにぎり
出し醤油で味付けした焼きおにぎり２個は〆に最適です。

内容はスタッフにお尋ね下さい。

アイスクリーム (チョコソースがけ)

シェフの気まぐれスープ
日替わりなので、スタッフにお尋ね下さい。

～ デザート ～



￥580 (税込638円)

￥450 (税込495円)

￥600 (税込660円)

￥650 (税込715円)

￥400 (税込440円)

ALL￥550 (税込605円)

  生搾り グレープフルーツサワー
  生搾り オレンジサワー

ALL￥500 (税込550円)

     トマトサワー
     カシスサワー
     ゆずはちみつサワー
     いちごサワー

ALL￥550 (税込605円)

  <ジン>   <ウォッカ>
   ジンリッキー
   ジンライム
   ジンバック
   ドッグズノーズ   <ライチ>
  <ピーチ>
   ファジーネーブル
   ピーチウーロン
  <カシス>   <ビール>
   カシスグレープフルーツ
   カシスオレンジ
   カシスウーロン   <ラム>
  <パッソア>･･･パッションフルーツ

   パッションオレンジ
   パッショングレープフルーツ
   パッションソーダ
   パッションホワイトソーダ

     ゴディバミルク

     ゴディバオンザロック

 <ゴディバ>･･･チョコレート

     ゴディバウーロン

～ ビール・サワー・カクテル ～

～ ビール ～
  アサヒスーパードライ 生 中ジョッキ

  アサヒスーパードライ 生 グラス

   ピーチサワー

  キリンラガービール 中瓶

  エビスビール 中瓶

  アサヒドライゼロ ノンアルコール

～ 生搾りサワー ～

生搾り レモンサワー
生搾り キウイサワー

～ サワー ～

   ザクロサワー

   ライチサワー

～ カクテル ～ 

     モヒート

     ソルティドッグ
     モスコミュール

    ディタグレープフルーツ
     ディタオレンジ
     ディタウーロン

     レッドアイ

   巨峰サワー

     シャンディガフ

     スクリュードライバー



￥500 (税込550円)

￥1,500 (税込1,650円)

￥2,700 (税込2,970円)

￥2,700 (税込2,970円)

￥2,500 (税込2,750円)

￥2,000 (税込2,200円)

￥2,700 (税込2,970円)

￥500 (税込550円)

   ( ロック･水･ソーダ･お湯 )

  ジムビーム         シングル￥500(税込550円)    ダブル￥800(税込880円)

  VSOP              シングル￥500(税込550円)    ダブル￥800(税込880円)

  ジャックダニエル   シングル￥500(税込550円)    ダブル￥800(税込880円)
  アーリータイムズ   シングル￥500(税込550円)    ダブル￥800(税込880円)

  明利酒類 百年梅酒

～ 梅酒 ～

  I.W.ハーパー       シングル￥500(税込550円)    ダブル￥800(税込880円)
  ワイルドターキー   シングル￥500(税込550円)    ダブル￥800(税込880円)

　☆バーボン・ウィスキーのハイボール　  シングル￥600(税込660円)  ダブル￥900(税込990円)

～ 角ウイスキー ～

～ ブランデー ～

～ バーボン・ウイスキー ～

  角 ハイボール      シングル￥430(税込550円)    ダブル￥550(税込605円)
  角 ロック          シングル￥430(税込550円)    ダブル￥550(税込605円)
  角 水割り          シングル￥430(税込550円)    ダブル￥550(税込605円)
  角 お湯割り        シングル￥430(税込550円)    ダブル￥550(税込605円)
  角 ボトル          ￥4,350(税込4,785円)

～ ワイン・ウイスキー・梅酒 ～

～ ワイン ～
  ハウスワイン グラス 赤・白

  ハウスワイン カラフェ500cc 赤・白

～ ボトルワイン ～
  ダムド (フランス) 赤・白

　クロードバル (フランス) 　赤・白

  タクン・シャルドネ (チリ) 白

  ヴィニャアルバリ（スペイン）ロゼワイン

　ドレッシー（日本）スパークリングワイン



￥600 (税込660円)

￥3,400 (税込3,740円)

￥500 (税込550円)

￥2,800 (税込3,080円)

￥550 (税込605円)

￥3,200 (税込3,520円)

￥700 (税込770円)

￥4,500 (税込4,950円)

￥500 (税込550円)

￥2,600 (税込2,860円)

￥400 (税込440円)

￥1,900 (税込2,090円)

<ボトルセット>

￥150 (税込165円)

￥100 (税込110円)

￥200 (税込220円)

￥300 (税込330円)

￥300 (税込330円)

￥300 (税込330円)

※ボトルキープは3ヶ月とさせて頂きます

お湯

ウーロン茶

<甲類> 鏡月                  グラス

                             ボトル

レモンスライス1個

梅干し１個

氷

アルカリイオン水(ピッチャー)

                             ボトル

～ 焼酎 ～

～ 焼酎 ～

<米> 渡舟 吟垂れ (府中誉酒造) グラス

                             ボトル

<芋> 黒霧島                  グラス

                             ボトル

<芋> 明るい農村              グラス

                             ボトル

<麦> 吉四六                  グラス

                             ボトル

<麦> 一番札                  グラス



￥900 (税込990円)

￥650 (税込715円)

￥700 (税込770円)

￥700 (税込770円)

￥650 (税込715円)

￥700 (税込770円)

￥900 (税込990円)

￥650 (税込715円)

￥880 (税込968円)

￥700 (税込770円)

￥680 (税込748円)

￥650 (税込715円)

￥900 (税込990円)

￥500 (税込550円)

￥700 (税込770円)

酒粕で造った焼酎です！

   純米      霞の里
   本醸造    白梅
   生酒                                 
   柚子しらぎく(ロック) 
国産柚子がたっぷり入った柚子カクテルのようなお酒です。

本格芋焼酎 白菊         グラス ￥500(税込550円)  ボトル ￥2,700(税込2,970円)

十年の秘伝 ナポレオン   グラス ￥400(税込440円)  ボトル ￥2,200(税込2,420円)

   純米吟醸  紅梅一輪             

◆藤田酒造◆
なんと！創業は室町時代（1462年）全国で2番目に歴史の深い酒造店です。

   流氷      生酒

   虎の子 富士泉　辛口

◆白菊酒造◆
先々代様が知己を得た、幕末維新の英傑 山岡鉄舟が好んで飲んだ美酒です。

平成26年度 全国新酒鑑評会 金賞受賞酒

「大吟醸 白菊」を蔵元の御好意により原価にて提供させて頂きます。

☆ 大吟醸    白菊
酒米-山田錦  芳醇な香りと繊細な味わい

   本醸造(燗) 白梅

酒米-美山錦 香りと味のバランスが良い、端麗辛口！

   府中誉   本醸造特選 (燗)

～ 日本酒 ～  <石岡の銘酒> 

◆石岡酒造◆
醸造300年の技、常陸府中時代から数件の酒蔵が一つになった酒造会社です。

   筑波     大吟醸 天平の峰        

   白鹿     本醸造                       

   白鹿     本醸造 (燗)

◆府中誉◆
伝説の酒米に出会い、栽培から始まった「渡舟」市内の店舗は文化財になっております。

   渡舟     濾過前五十五 純米吟醸

   府中誉   本醸造特選 からくち          

升大盛

シャンパングラス一杯

シャンパングラス一杯

大徳利

シャンパングラス一杯

大徳利

シャンパングラス一杯

升大盛

升大盛

升大盛

升大盛

大徳利

300ml

300ml



ALL￥500 (税込550円)

柚子 オレンジジュース
カシス グレープフルーツジュース
ピーチ ジンジャーエール
キウイ コーラ
ザクロ ウーロン茶

モヒートミント トマトジュース
レモン カルピス
ライム ミルク
巨峰 ビール
いちご 炭酸水

〈オススメの組み合わせ〉
    カシス × オレンジジュース

    ピーチ × ウーロン茶

    ザクロ × グレープフルーツジュース

    柚子 × ライム × 炭酸水

    巨峰 × カルピス

    いちご × ミルク

ALL￥300 (税込330円)

オレンジジュース
グレープフルーツ
トマトジュース

ALL￥300 (税込330円)

ココア
ミルク
カルピス

                 ジンジャーエール
                 カルピス
                 ウーロン茶

～ ノンアルコール カクテル ～
自分だけのオリジナルカクテル作ってみませんか？

組み合わせ自在の 『ドライバーズ カクテル 』

～ ソフトドリンク ～

                 コーラ

～ ホットドリンク ～

          ウーロン茶
     紅茶

          レモンティ
            アップルティ
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