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Shirakaba Grand Menu

とんかつ定食  1,100円
●ソースを3種類からお選びください。
　（味噌・ソース・おろしポン酢）  

●ソースを3種類からお選びください。
　（味噌・ソース・おろしポン酢）  

三元豚ひれかつ定食  1,100円  

煮かつ陶板定食   1,000円

天ぷら定食   1,200円
唐揚げ定食  830円

もつ焼き定食  920円

もつ煮定食  800円

肉野菜炒め定食  850円

カキフライ定食  1,000円

定食
Set meal

※ご飯の大盛りは
   100円増しです。

刺身定食  1,350円



Shirakaba Grand MenuShirakaba Grand MenuShirakaba Grand Menu

特選天丼  950円

かつカレー（ミニサラダ付き） 1,050円

かつ丼  1,050円

三元豚
ソースひれかつ丼
1,000円

ソースかつ丼  1,000円

野菜天丼  800円

山賊丼  900円

山賊カレー  1,100円

中華丼  830円

牛丼  850円

カレー  680円

まぐろ山掛け丼  1,150円 まぐろ漬け丼  1,100円

麻婆豆腐丼  820円四川丼  830円

丼
Donburi

カレー
Curry

選べる辛さ
Choice!
1辛・2辛・爆辛から
お選びください

選べる辛さ
Choice!
1辛・2辛・爆辛から
お選びください

※カレーは全て甘口と辛口を
　お選びいただけます。
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塩あんかけやきそば    930円
 （スープ付き）

五目あんかけ
ラーメン  950円

つけ麺（正油）  780円

ナポリタン（ミニサラダ付き）　900円 ミートソース（ミニサラダ付き）　800円

四川あんかけラーメン  950円 麻婆豆腐ラーメン  900円

味噌ラーメン  780円

正油ラーメン  780円

半そば 350円 半うどん 350円 半ラーメン 350円

※麺の大盛りは200円増しです。
　（パスタの大盛りはできません）麺類

NOODLES

パスタ

●ご飯ものが食べたいけど麺類も
　食べたい！
●お味噌汁の代わりに！
●飲んだ後のしめに！

●ご飯ものが食べたいけど麺類も
　食べたい！
●お味噌汁の代わりに！
●飲んだ後のしめに！

半そば、半うどん、半ラーメン

※パスタの大盛りはできません。

選べる辛さ
Choice!
1辛・2辛・爆辛から
お選びください

選べる辛さ
Choice!
1辛・2辛・爆辛から
お選びください

選べる辛さ
Choice!
1辛・2辛・爆辛から
お選びください

四川あんかけ
やきそば（スープ付き） 930円

五目あんかけ
やきそば（スープ付き） 930円
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かき揚げそば  750円 かき揚げうどん  750円

とろろそば（冷）  820円 とろろうどん（冷）  820円

かけそば  490円 かけうどん  490円

天ざるそば  1,480円

天ぷらそば  1,100円 天ぷらうどん  1,100円 カレー南蛮そば 700円 カレーうどん 700円

とろろそば（温）  780円 とろろうどん（温）  780円 山菜そば  630円 山菜うどん  630円

ざるそば  590円 ざるうどん  590円

天ざるうどん  1,480円

浅間おろしそば 1,800円
鬼盛り・麺1キロ5玉

鬼盛り そば・うどん

浅間おろしうどん 1,800円
鬼盛り・麺1キロ5玉

※そば・うどんの大盛りは
      100円増しですSOBA / UDONそ ば  ・うどん
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得々セット

半そば （単品350円）

半うどん （単品350円）

半ラーメン （単品350円）

1,000円

Set  Menu

いろいろ食べられて大満足！

丼は6種類の中から 1種類をチョイス
麺は3種類の中から 1種類をチョイス

ミニ
から揚げ丼

ミニ
ひれかつ丼

ミニ
鉄火丼

中華丼 野菜天丼 麻婆丼

ひれかつ丼 牛　丼 ソースかつ丼

1,00
0円

1,300円

選べる辛さ
Choice!
1辛・2辛・爆辛から
お選びください

池の平ホテルオリジナル地ビール「白樺・蓼科」ピルスナー or ドンケル+おつまみ3品
※おつまみは仕入れ状況により変更になる場合がございます。

4   
2

選んで美味しい
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ライス・中華スープ・漬物
300円

味噌汁セット 中華スープセット

鶏の唐揚げ　580円

手作り焼売  500円

たこわさ  350円ホタルイカ塩辛  400円 おでん  580円

漬け物盛り合わせ  380円

天ぷら盛り合わせ  980円

麻婆豆腐単品  700円

肉野菜炒め  680円

タコから揚げ  630円

カキフライ単品  850円
三元豚
ひれかつ単品  880円

煮かつ単品  880円

とんかつ単品  880円

キムチ盛り  350円 野沢菜漬け  350円 おつまみメンマ  380円

餃子  520円

ジャンボサラダ   780円

ミニサラダ   350円 生ハムサラダ  800円豆腐サラダ   750円

ごぼうの香り揚げ   520円

刺身盛合せ3種  1,200円

わかさぎフライ   450円

枝豆   350円

冷やしトマト　350円

手作りもつ煮  580円

ざる豆腐  380円

もつ焼き  680円

まぐろの山掛け   650円
（とろろ無し）   600円たこぶつ  600円　

おつまみAPPETIZERS

ポテトフライ   380円

山賊焼き  750円

ライス  180円
半ライス  120円
大盛ライス 300円
味噌汁  100円
香の物  100円

選べる辛さ
Choice!
1辛・2辛・爆辛から
お選びください

ごはん・味噌汁・漬物
300円

和風 中華



ブラックニッカ･･  ボトル 2,800円
シングル  500円 
ダブル      600円
ロック      600円

ハイボール････････シングル   580円
ダブル      680円

サントリー角･･････ボトル 4,000円

ブラックニッカ･･  ボトル 2,800円
シングル  500円 
ダブル      600円
ロック      600円

ハイボール････････シングル   580円
ダブル      680円

サントリー角･･････ボトル 4,000円

ウイスキー

ボトル
二階堂（麦）･････････････････2,600円
いいちこ（麦）･･････････････2,800円
天　雪（麦）･････････････････2,600円
黒霧島（芋）･････････････････3,200円
グラス
焼酎各種（水割り・お湯割り・ロック） 480円
ウーロンハイ ････････････････ 550円

ボトル
二階堂（麦）･････････････････2,600円
いいちこ（麦）･･････････････2,800円
天　雪（麦）･････････････････2,600円
黒霧島（芋）･････････････････3,200円
グラス
焼酎各種（水割り・お湯割り・ロック） 480円
ウーロンハイ ････････････････ 550円

瓶ビール（キリン・アサヒ）･････････････････680円
生ビール  キリン一番搾り
 中ジョッキ･････････580円
　 ピッチャー･･･ 3,000円
地ビール  白樺・蓼科ピルスナー
 白樺・蓼科ドンケル
 小ジョッキ･････････400円
　 ピッチャー･･･ 2,000円
ノンアルコールビール（キリン・アサヒ）  480円

瓶ビール（キリン・アサヒ）･････････････････680円
生ビール  キリン一番搾り
 中ジョッキ･････････580円
　 ピッチャー･･･ 3,000円
地ビール  白樺・蓼科ピルスナー
 白樺・蓼科ドンケル
 小ジョッキ･････････400円
　 ピッチャー･･･ 2,000円
ノンアルコールビール（キリン・アサヒ）  480円

ビール

焼 酎

サワー

ワイン

ソフトドリンク デザート

日本酒
佐久・亀の海 ･･････････････････ 580円
佐久・千曲錦上撰本醸造･･580円
佐久・寒竹･･････････････････････ 580円
佐久・深山桜 ･･････････････････ 580円
佐久・御園竹 ･･････････････････ 580円
佐久・井筒長 ･･････････････････ 580円
佐久・初鶯･･････････････････････ 580円
佐久・千曲錦（冷酒）････････ 800円

佐久・亀の海 ･･････････････････ 580円
佐久・千曲錦上撰本醸造･･580円
佐久・寒竹･･････････････････････ 580円
佐久・深山桜 ･･････････････････ 580円
佐久・御園竹 ･･････････････････ 580円
佐久・井筒長 ･･････････････････ 580円
佐久・初鶯･･････････････････････ 580円
佐久・千曲錦（冷酒）････････ 800円

五一ワイン赤・白 ･･･････2,800円
信濃ワイン赤（ミニボトル） 680円
信濃ワイン白（ミニボトル） 680円

五一ワイン赤・白 ･･･････2,800円
信濃ワイン赤（ミニボトル） 680円
信濃ワイン白（ミニボトル） 680円

サワー各種･･･ 480円
ライム・梅・カシス・
巨峰・レモン

サワー各種･･･ 480円
ライム・梅・カシス・
巨峰・レモン

かき氷（いちご・メロン）･･････ 250円
ソフトかき氷（いちご・メロン） 350円
ソフトアイス（バニラ）･････ 300円

かき氷（いちご・メロン）･･････ 250円
ソフトかき氷（いちご・メロン） 350円
ソフトアイス（バニラ）･････ 300円

ケーキセット（林檎タルト、コーヒー） ･･ 580円
白玉ぜんざい ････････････････ 380円
ケーキセット（林檎タルト、コーヒー） ･･ 580円
白玉ぜんざい ････････････････ 380円
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紹興酒
ボトル･･･････････････ 2,500円
グラス････････････････････500円
ボトル･･･････････････ 2,500円
グラス････････････････････500円

ウーロン茶 ピッチャー 1,250円
ウーロン茶････････････････････220円
オレンジジュース ･････････220円
コーラ･･･････････････････････････220円
ジンジャーエール ･････････220円
炭酸水･･･････････････････････････220円
アイスコーヒー･････････････300円
ホットコーヒー･････････････300円

ウーロン茶 ピッチャー 1,250円
ウーロン茶････････････････････220円
オレンジジュース ･････････220円
コーラ･･･････････････････････････220円
ジンジャーエール ･････････220円
炭酸水･･･････････････････････････220円
アイスコーヒー･････････････300円
ホットコーヒー･････････････300円

お飲物
DRINK

380円
550円350円 300円

（ブラックニッカ）


