萩博物館レストラン
Hagi Museum Restaurant

お食事 - Lunch 喫

１１︓３０～１４︓００

茶 - Cafe -

（ラストオーダー

１４︓００）

９︓３０～１６︓３０
（ラストオーダー

１６︓１５）

店休日 … 1 月の第 4 水木金 ／ 6 月の第 2 水木金
12 月 30 日から 1 月 1 日
毎週水曜日 ※特別展開催期間中を除く ※祝日の場合はその翌平日

山口県萩市大字堀内３５５番地
tel (0838)25-6447 / fax (0838)24-0505
http://www.npomachihaku.com

※価格表示はすべて税込です

Lunch
長州萩三旬丼 ... １，２００円
Choshu Hagi Sanshundon

萩沖の旬の魚介を３種の小丼にしてご提供
します。マダイの刺身、ケンサキイカの
糸造り等 ( 素材は日替わり )

※事前予約のみ受付

Rice served in small bowls with threediﬀerent
ﬁshes and shellﬁshes in season caught oﬀ the
coast of Hagi on each top, such as natural sea
bream and squid called Kensaki-squid, which
are sent directly from Hagi ﬁshing gort every day.
( The ingredients changes daily. )

長州鶏の親子丼 ... ６５０円

Donburi with chosyu chiken and eggs
安全なハーブ入り肥料で育てられた長州鶏を
使用しています

※1 日１０食限定 Limited to 10 a day

萩むつみ豚の醤油麹焼き
... ８５０円

Mutsumi pork with soy sauce koji
まろやかな醤油麹で、萩市むつみ村特産の
やわらかく品質高いむつみ豚を味付けして
います。

※1 日１０食限定 Limited to 10 a day

Lunch
素材に限りがあるためメニューは数量限定とさせていただきます。
The quantity of each dish is limited because of the limitation of the ingredients.

和牛ハンバーグと萩野菜のランチ ... ９００円
Japanese Beef Hamburger
& Fresh Vegetables grown in Hagi
(Teriyaki sauce taste)

コロッケランチ ... ８００円

お休み

Croquette Lunch

県産牛をミンチにした、手作りコロッケです。
Served with minced beef of the cattle raised in the
prefecture and homemade croquette.

旬の魚フライ定食 ... ８００円
Deep-fried Fish in season
萩沖でとれた新鮮な旬の魚をフライにしています。
Fresh ﬁsh in season is deep-fried.

えびフライ定食（コーヒー付） ... １，１００円

お休み

Deep-fried Prawn (with coﬀee)

見蘭牛カレー ... １，０５０円
Beef Curry (Medium Hot)

むつみ豚カレー ... ７５０円
Mutsumi Pork Curry

県産牛ハヤシライス ... ８００円
Hushed Beef of cattle raised in the
prefecture and Rice
大盛 ... ９００円
Large serving

県産牛ハヤシライス
ふわふわ卵かけ ... ９５０円
Hushed Beef and Rice topped with
ﬂuﬀy egg
やまぐち美食
コレクション２０１３ 第２位

かき揚げうどん ... ５００円

Noodles with お休み
fried of mixed ingredients
おにぎり２個付 ６００円
with 2 rice balls
おにぎり１個付 ５５０円
with 1 rice ball

肉うどん ... ６００円（県内産和牛使用）
Noodles with meat
(the beef of the cattle raised in the prefecture is used)

おにぎり２個付 ７００円
with 2 rice balls
おにぎり１個付 ６５０円
with 1 rice ball

えび天うどん ... ６５０円
Noodles with deep-fried prawn
おにぎり２個付 ７５０円
with 2 rice balls
おにぎり１個付 ７００円
with 1 rice ball

きつねうどん ... ５００円
Noodles with deep-fried tofu
おにぎり２個付 ６００円
with 2 rice balls
おにぎり１個付 ５５０円
with 1 rice ball
トッピング

Toppings for Noodles

肉 ( meat ) ２００円

玉子 ( egg ) ５０円

えび天 ( deep-fried prawn ) ２３０円

Cafe
ホットコーヒー ....................................... ３５０円
Hot coﬀee
紅茶...................................................... ３５０円
Tea
アイスティー .......................................... ４００円
Iced tea
コーラ ................................................... ２５０円
Cola
夏みかんジュース（ホット・アイス）............ ３５０円
Summer orange juice (hot ・iced)

地ビールチョンマゲ.................................. ５００円
Local beer (Chonmage)

※飲酒運転は禁止されています。
Drinking and driving is prohibited.

キリンフリー（ノンアルコール）.................. ３５０円
Non-alcoholic beer

甘酒.......................................................
お休み２５０円（冬期限定）
Sweet sake

食後のお飲物

Drinks after a meal

コーヒー ・ 紅茶 ・ 夏みかんジュース............. ２００円
Coﬀee ・ Tea ・ Summer orange juice
アイスティー .......................................... ２５０円
Iced tea

Cafe

夏みかんソフトクリーム ................................... ３５０円
Summer orange Soft Ice Cream
バニラソフトクリーム ...................................... ３００円
Vanilla Soft Ice Cream
サンデーカップチョコ ...................................... ３５０円
Chocolate Soft Ice Cream
ダブル（夏みかん × バニラ）.............................. ３５０円
Summer orange and Vanilla

ワッフル（ドリンク付き）................................. ６００円
Waﬄe with a drink

ホットケーキセット......................................... ６００円
Pancake set
（冷たいお飲物の場合

with an iced drink ６５０円）

萩食材のミックスピザ
Ingrediednts grown in Hagi with combination pizza
ドリンクセット with a drink ............................ １，０００円
単品 just the pizza ... ....................................

８００円

