
Hitachi Beef Sirloin Steak Balsamic Japonese Sauce

常陸牛サーロインステーキ
バルサミコ風味のジャポネーゼソース

茨城を代表する黒毛和牛「常陸牛」

きれいな脂がのった常陸牛サーロインのおいしさをス
トレートに味わえるステーキ（120g）です。上質の肉な
らではの美しい焼き色、ジュワッとはじける旨みをお楽
しみください。バルサミコ酢を効かせた醤油ベースの
ソースが茨城県産のコシヒカリによく合います。

指定生産者の情熱と技術のもと、約30ヶ月かけて育てられる黒毛和
牛。なかでもA4以上の等級に格付けされた最高級ブランドが「常陸
牛」です。極上の霜降り肉をこの機会にぜひご賞味ください。

1.126 kcal

ライス｜スープ

¥3,800　パックのお客様は +¥2,200

Tuna Bowl

まぐろ丼

ご飯はすべて茨城県産コシヒカリ

脂がのった近海もののバチまぐろをシンプルな丼に仕
立てました。あえて異なる部位を盛り込むことで、赤身
の爽やかな旨みとコク、舌の上でとろける脂の両方を
お楽しみいただけます。ご飯はまろやかな酢飯。まぐろ
の美味しさをしっかり受け止めます。

茨城県北は知る人ぞ知る米どころ。稲の成長に最適な気象条件と久
慈川のきれいな水に恵まれ、ツヤ・コシ・粘りと三拍子揃ったコシヒカ
リが育ちます。噛むほどに甘く、冷めても美味しいと評判です。

812 kcal

小鉢 ｜ 味噌汁

¥2,300　パックのお客様は +¥700

Hitachi Beef Grilled Hamburger Steak

常陸牛グリルハンバーグ
常陸牛100％の風味豊かなハンバーグ。黒毛和牛なら
ではの力強い旨味と甘みをグリルで閉じ込め、低温の
オーブンでじっくりと火を入れました。肉感とジュー
シィ感を同時にお楽しみいただけます。シェフ特製の
ソースをかけてお召し上がりください。

1,210 kcal

ライス or パン｜スープ

¥2,200　パックのお客様は +¥600

Shishido Washoku Plate

宍戸松花堂膳
季節のおいしいものを少しずつ、お造り、焼き物、揚げ
物、和え物などでお楽しみいただける宍戸ヒルズの松
花堂弁当。旬の新鮮な素材を盛り込んでおりますの
で、その日の内容はスタッフにお尋ねください。ご飯は
雑穀米と白米からお選びいただけます。

986 kcal

ご飯 ｜ 香の物 ｜吸い物

¥2,800　パックのお客様は +¥1,200

Today's Special M
enu　

本
日
の
ス
ペ
シ
ャ
ル

※食物アレルギーをお持ちの方など、食材についてはスタッフにお尋ねください。



茨城産の人気SPF豚「美明豚（びめいとん）」
美明豚は、良質な飼料を与えＳＰＦ(Specific Pathogen Free)認定
農場で育てた特定の病原体をもたない豚肉です。肉質は柔らかく
ジューシィで旨味成分が豊富、脂は甘く口溶けがよいのが特徴です。

茨城のブランド豚「あじわいポーク」
上質のさつまいもや麦類で育つブランド豚です。肉は旨み成分のグル
タミン酸を多く含み、脂はきゅっと締まってほんのりとした甘みが感じ
られます。トンカツにしてもキレのいい良質な豚肉です。

Pork Cutlet

あじわいポークのロースカツ
上質の旨みと締まった脂が評判の「あじわいポーク」。
そのロースに生パン粉をまとわせ、サクッと色よく揚げ
ました。余熱で火を入れることにより、柔らかくジュー
シィな食感をお楽しみいただけます。

1,211 kcal

ご飯 ｜ 香の物 ｜味噌汁

¥1,900　パックのお客様は +¥300

Ginger Grilled Pork

美明豚生姜焼き 赤ワイン風味
脂がおいしいことで知られる茨城県産の銘柄豚「美明
豚」の肩ロースを使った生姜焼き。少し厚めに切った
ジューシィなお肉に、赤ワインを煮詰めたジンジャー
ソースを合わせました。肉の旨み、脂の甘みが際立ちな
がらも、さっぱりとした味わいです。

1,097 kcal

ご飯 ｜ 味噌汁

¥1,900　パックのお客様は +¥300

Today's Special M
enu　

本
日
の
ス
ペ
シ
ャ
ル

Fried Rice with Starchy Sauce

桜海老と春野菜の
あんかけ炒飯

釡揚げの桜海老と春野菜、旨みたっぷりのあんを卵入りの炒飯に

かけていただく、この時季ならではの一品。アツアツの石釡に盛り

付けた炒飯に、できたてのあんをジュワーッとおかけします。湯気と

ともに立ち上る桜海老の香りもぜひお楽しみください。

1,186 kcal

1,356 kcal

ザーサイ｜スープ｜デザート

¥1,900　パックのお客様は +¥300

Beef Stroganoff

ビーフストロガノフ

赤身と脂身のバランスが良い牛の肩バラ肉を使用。玉ねぎやマッ

シュルームとともに煮込み、サワークリーム・生クリームのダブル使

いでまろやかに仕上げました。クリーミーでコクがありながらも、ほ

のかな酸味が後を引きます。ライスと一緒にどうぞ。

サラダ

¥1,900　パックのお客様は +¥300

Seafood Paella

シーフードパエリア

いか、海老、ほたて、あさりなど、季節のシーフードをたっぷりと使

い、そのスープで炊き上げる本格的なパエリア。シーフードの旨み

を余すことなく吸ったお米が主役です。季節野菜の鮮やかな色合

い、華やかなサフランの香りが食欲をそそります。

893 kcal

サラダ ｜スープ

¥1,800　パックのお客様は +¥200

Soba or Udon Noodles with Tempura

山菜天せいろ蕎麦
又は うどん

春の訪れを寿ぐ山菜は、時季ごとにさまざまな種類が入荷します。

揚げたてサクサクの天ぷらを蕎麦又はうどんと一緒にお召し上がり

ください。蕎麦は、全国のそば職人から最高峰の評価を得ている茨

城県のブランド品種「常陸秋そば」を使用しています。

¥1,800　パックのお客様は +¥200 814 kcal （うどん810 kcal）

※食物アレルギーをお持ちの方など、食材についてはスタッフにお尋ねください。



Tom Yum Kung Noodle

トムヤムクンヌードル
海老のカダイフ揚げ

世界三大スープのひとつとされるトムヤムクンに中華麺を合わせた

パンチのある一品。コシの強いオリジナルの細麺に、海老の濃厚な

旨みを生かした酸っぱ辛いスープがよく絡みます。サクサクとした

歯応えが楽しい海老のカダイフ揚げと一緒にどうぞ。

825 kcal¥1,600

Spaghetti Vongole Rosso

スパゲッティ ボンゴレロッソ

いまが旬の国産あさりに、自家製トマトソースを合わせた正統派の

ボンゴレロッソ。あさりとトマトの異なる旨みが溶け合う奥深い味わ

いは、一度食べたら虜になること請け合いです。シンプルだからこそ

ごまかしの効かない美味しさをご堪能ください。

924 kcal

サラダ ｜パン

¥1,800　パックのお客様は +¥200

Beef Curry

ビーフカレー

定番のビーフカレーがリニューアル。フォン・ド・ボーをベースに

じっくり煮込んだコク豊かな欧風カレーとして生まれ変わりました。

隠し味はブルーベリーのコンフィチュール。甘みのあとから旨みと

辛さが追いかけてくる味の変化をお楽しみください。

905 kcal

サラダ ｜ヨーグルト

¥1,700　パックのお客様は +¥100

Grilled Spanish Mackerel Marinated with saikyo-miso

鰆西京焼き定食

脂がのった旬の本鰆は塩をあてて軽く締め、西京味噌の漬け床に

２日間漬けて熟成させたのち、強火の遠火でふっくらと香ばしく焼

き上げています。鰆本来の上品な旨みに西京味噌の甘みと香りが

奥行きを与え、ご飯が止まらない美味しさです。

814 kcal

小鉢 ｜ご飯 ｜香の物 ｜味噌汁

¥1,700　パックのお客様は +¥100

Fried Gyoza and Rice

焼き餃子ライス

国産の豚肩ロースを粗めにカットした食べ応えのある肉あんが特

徴の焼き餃子。パリッ、モチッ、ジュワッの食感がたまらず後を引き、

ライスがもりもり進みます。もちろんビールとの相性も抜群！

餃子（冷凍）はお土産としてもお求めいただけます。

768 kcal

ライス｜ザーサイ｜スープ

¥1,200

Chinese Noodles with Roasted Pork

葱油香るチャーシュー麺

肩ロースのチャーシューをたっぷり100gのせた、ボリューム満点の

チャーシュー麺です。鶏と豚の旨みを生かした醤油味のあっさり

スープに、中細でコシのあるオリジナルの中華麺がマッチ。自家製

の葱油の香りが食欲をそそる、懐かしい味わいです。

912 kcal¥1,600

Mimosa Salad

春野菜のミモザサラダ

みずみずしいベビーリーフや緑の豆、蕪などの春野菜に、ゆで卵で

でミモザの花を表現。ボイルした海老をアクセントに添えた、バラン

スの良いサラダランチです。ごちそう続きで胃腸がお疲れ気味の

方、日頃の野菜不足が気になる方にもおすすめです。

798 kcal

プチパン｜スープ

¥1,600

Chinese Noodles

醤油ラーメン
725 kcal¥1,200

Assorted Sandwiches

ミックスサンドイッチ
599 kcal¥1,000

Cold Soba or Udon Noodles

ざる蕎麦 又は ざるうどん
524 kcal （うどん520 kcal）¥900

※食物アレルギーをお持ちの方など、食材についてはスタッフにお尋ねください。




