
（そば）1045kcal／食塩相当量 9.6g  
（うどん）1044kcal／食塩相当量 10.4g

天ぷらそば／うどん  760円（税込）

具だくさん当館の一番人気！
1252kcal ／食塩相当量 5.3g

天重  840円 （税込）

香ばしく焼き上げました
791kcal ／食塩相当量 2.8g

うな重  2000円 （税込）

手打ち天ざるそば
1040円 （税込）

当館スタッフが
そばの実から心を込めて

造り上げた手打ちそばです
659kcal ／食塩相当量 3.4g

ほどよい辛みが後を引く !
643kcal ／食塩相当量 3.4g

カレー  650円 （税込）

936kcal ／
食塩相当量 4.0g

800円 （税込）

カツカレー

かつ丼
790円 （税込）
出汁にこだわりました
1088kcal ／食塩相当量 9.9g

豚丼
730円 （税込）
特製タレで柔らかく仕上げました
954kcal ／食塩相当量 7.0g

（そば）172kcal／食塩相当量 4.6g 
（うどん）171kcal／食塩相当量 5.0g

半そば／うどん  260円（税込）

（そば）1013kcal／食塩相当量 4.9g  
（うどん）1012kcal／食塩相当量 5.7g

天ざるそば／うどん  760円（税込）

394kcal ／食塩相当量 10.4g

みそラーメン
640円（税込）

427kcal ／食塩相当量 8.0g
醤油ラーメン  590円（税込）

417kcal ／食塩相当量 4.6g
ソース焼きそば  550円（税込）

（そば）366kcal ／食塩相当量7.7g
（うどん）365kcal ／食塩相当量8.5g

とろろそば/うどん  560円（税込）

（そば）306kcal／食塩相当量 4.5g  
（うどん）305kcal／食塩相当量 5.3g

ざるそば／うどん  450円（税込）

（そば）340kcal／食塩相当量 9.2g  
（うどん）339kcal／食塩相当量 10g

かけそば／うどん  450円（税込）

※上記 6品は手打ちではございません。
ご了承ください。

アジフライ定食
750円 （税込）
肉厚のアジをカリッと揚げた
定番の一品です
912kcal ／食塩相当量 3.9g

とろろ味わい
御膳
780円 （税込）
ヘルシー＆低カロリー！
559kcal ／食塩相当量 7.1g

鶏から揚げ定食
850円 （税込）
自家製衣が自慢です
897kcal ／食塩相当量 5.1g

ロースカツ定食
940円 （税込）
ボリューム満点！　ロース肉を
柔らかく仕上げました
1029kcal ／食塩相当量 3.6g

天ぷら定食
860円 （税込）
揚げたてサクサクが自慢です
1116kcal ／食塩相当量 4.8g

さばの味噌煮
定食
780円 （税込）
煮込んだ味噌だれでご飯が
進みます
933kcal ／食塩相当量 5.0g

定食
メニュー

GMrand
enu

グランドメニュー

麺
メニュー

丼
カレー
メニュー

丼にはこちらが
付きます

定食にはこちらが
付きます

湯～トピア特製 数量限定販売!



クリーム
あんみつ 550円 （税込）

265kcal／食塩相当量 0.2g

コクのある黒蜜が
アイスと相性抜群！

甘いハーモニーをお楽しみ下さい
メープルパンケーキ 500円 （税込）

327kcal ／食塩相当量 0.5g

ソフトアイス
（バニラ、チョコレート、抹茶）

350円 （税込）

（バニラ）262kcal ／食塩相当量 0.2g  
（チョコ）255kcal ／食塩相当量 0.2g
（抹茶）233kcal ／食塩相当量 0.2g

酢しょう油、黒蜜からお選び下さい

ところてん
（黒蜜、酢しょうゆ）

320円 （税込）

（酢しょうゆ）32kcal ／食塩相当量 0.6g
（黒蜜）22kcal ／食塩相当量 0g

枝豆

ビールとの相性は◎
280円 （税込）

199kcal／食塩相当量1.3g

ミニサラダ

新鮮野菜！
240円 （税込）

21kcal ／食塩相当量 0.0g

フライドポテト

老若問わず人気の一品
290円 （税込）

336kcal ／食塩相当量 0.9g

チキンナゲット

みんな大好き人気の一品
350円 （税込）

212kcal ／食塩相当量 1.2g

オニオンフリッター

一度食べたらやみつき！
380円 （税込）

353kcal ／食塩相当量 2.3g

川えびから揚げ

ビールとの相性◎
480円 （税込）

95kcal ／食塩相当量 0.9g

冷奴

カロリーが気になる方に！
280円 （税込）

146kcal ／食塩相当量 0.0g

えびせん

えびの風味が効いています
250円 （税込）

146cal ／食塩相当量 0.7g

揚げ餃子

おつまみにもご飯にも
450円 （税込）

260cal／食塩相当量 1.8g

お子様ラーメン
380円 （税込）

ドリンクバー付き
490円 （税込）
みんな大好き定番のラーメン
268kcal ／食塩相当量 4.3g

お子様カレー
500円 （税込）

ドリンクバー付き
610円 （税込）
リンゴとハチミツが
マイルドな甘口カレー
415kcal ／食塩相当量 1.4g

お子様ランチ 500円 （税込）

ドリンクバー付き
610円 （税込）
ハンバーグやエビフライなど
お子様に人気メニューのワンプレート
549kcal ／食塩相当量 2.3g

ライス大盛り
100円 （税込）

今日の具は何かな

本日のおにぎり
180円 （税込）

静岡産コシヒカリ使用

ライス
200円 （税込）

293kcal／食塩相当量 0g

生ビール 124kcal 500円 （税込）

生ビール（小）84kcal 380円 （税込）

瓶ビール 210kcal 590円 （税込）

酎ハイ（レモン）190kcal 380円 （税込）

酎ハイ （ウーロン）142kcal 380円 （税込）

日本酒 （熱燗 / 常温）196kcal 320円 （税込）

冷酒 327kcal 690円 （税込）

ドライゼロ（ノンアルコール） 0kcal 320円 （税込）

ホットコーヒー 0kcal  260円 （税込）
※ポーションミルク 1つと砂糖を１本入れた場合 46kcal

伊豆産のビール用二条大麦を自社
のモルト工房で製麦し、英国産
エールモルトと英国産ホップ（ケ
ントゴールデン）を原料に使用し
た本格的なエールビールです。

540円 （税込）
オラッチェ地ビール

133kcal

揚げたこ焼き

外はカリッ中はトロッ
430円 （税込）

417kcal ／食塩相当量 2.9g

いかげそ揚げ

濃いめの味付けが美味
520円 （税込）

396kcal ／食塩相当量 3.4g

ご当地コロッケ（2種）

丹那断層・函南ミルキーコロッケ
500円 （税込）

215kcal ／食塩相当量 0.8g

D
rink週替わりメニュー

定食や丼、麺類など毎週 2 ～ 3 種類のメニューをお値打ち価格で提供いたします。
700円 （税込）

大広間、その他　館内への持ち出しは禁止しています。
ドリンクバー 220円 （税込）

デザート
メニュー

サイド
メニュー

お子様
メニュー

ド
リ
ン
ク

その他
メニュー


