
本日の小鉢

鶏と大葉のモッツァレラ春巻き

串盛り合わせ3本
（ロメインレタス豚バラ巻き串・大葉つくね串・ズッキーニ鶏むね肉串）

よだれ鶏

ズッキーニ・肉厚しいたけの炭火焼き

焼きとり茶漬け

2,200円

八千屋を気軽に満喫できる

おまかせセット

『金沢ゆず』

淡雪ゆず氷

食後のひとくち
デザートサービスあります



野菜と肉の串

ロメインレタス豚バラ 梅しそ豚バラ

ブロッコリーチーズ豚バラ

すき焼き風ねぎ牛バラ

アスパラベーコン巻き 
食工房ファミーリエさんのベーコン

あかねさんの
・・・・・・・・   290円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   290円

・・・・   290円

・・・・・・   330円

・・・・・   330円

大葉つくね串

梅キュウリ鶏ささみ

・・・・・・・・・・・・・・・・・   290円

・・・・・・・・・・   290円

・・・・・・・・・   1,250円

『野菜巻き串』と『巻かない野菜串』から
5 種を盛り合わせます。

※画像は【おまかせ5種】2人前のイメージです。

『野菜と肉の串』は新鮮野菜に合わせて肉の種類・部位を変えています
野菜と肉を一緒に摂れてヘルシーなので、ついつい食が進みます
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おまかせ5種

トマトベーコン巻き

・・・・・・・・・・・・・・・   290円

・・・・・・・・・   290円

・・・・・・・・   290円

茄子と豚ロース

ズッキーニ鶏むね肉

巻かない野菜串

野菜巻き串

良質なミネラルが豊富な「能登海洋深層水」で
水耕栽培したロメインレタス。
味が濃く、歯ごたえもしっかり。

〔  各 1 本  〕

〔  各 1 本  〕

※キャベツ代として一名様 200円頂戴します。  価格は全て税込です。



巣ごもりつくね・・・・・・・・・・・・・・   550円

定 番串

牛たたき風～たっぷり薬味のせ～

ズッキーニ焼き

肉厚しいたけ焼き

アスパラ焼き～梅味噌添え～

・・・・・・・・   190円

・・・・・・・   190円

・・・・・・・・   190円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   590円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   350円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   450円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   450円

炭火焼きいろいろ

ねぎま串 ( 塩 or たれ )

鶏皮 ( 塩 or たれ )

・・・・・・・   190円

・・・・・・・・・・・・   190円

〔  各 1 本  〕

能登の澄んだ空気、きれいな地下水、
植物性飼料とハーブで育てた能登鶏たまごを
丸 １々個閉じ込めた大きなつくねです。

せせり串 ( 塩 or たれ )

豚バラ串 ( 塩 or たれ )

ヤゲンなんこつ串

・・・・・・・   250円 ( 小 )ヤリイカ串〔串 2 本〕・・   350円厚揚げ串〔串 2 本〕

( 塩 or たれ )
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・・・・・・・・・・・・・   〔４ヶ入り 〕690円

特製餃子を、フランス産の岩塩を使用したコクのある
スープで煮込んだ『スープ餃子』をご堪能ください。

通常より5日も早く収穫する思春期もやし。工場から徒歩 1 分だからこそ食べられるもやしです。

即 菜・逸 品

鶏と大葉のモッツァレラ春巻き

ポテトフライ

牛肉 100％一口メンチカツ

鶏の唐揚げ

ほぼいも  クリームチーズ添え

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ［ 1本 ］   290円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      390円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ［ 2個 ］   390円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ［ 3個 ］   450円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ［ 4個 ］   450円

枝　豆

くずし豆腐（ 冷 奴 ）

牛ロースのユッケ風

　思春期もやしとイカの麻辣和え

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   350円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   350円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   590円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   390円

揚 げもの

美川タンパクさんの

スープ餃子

おいもとレモネードの人気商品「ほぼいも」

サクッとした食感がたまらない、生地の 72％がさつまいもの「ほぼいも」。
さつまいもの自然な甘さがチーズと相性抜群！ ぜひワインと一緒に。

三吉さんの マ ー ラ ー



きよし農園さんの『金沢ゆず』
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サラダ

串焼きおにぎり3 種

ごはん（180ｇ）

塩だしスープ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   890円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   200円

ロメインレタスシーザーサラダ
良質なミネラルが豊富な「能登海洋深層水」で水耕栽培したロメインレタス。
味が濃く、歯ごたえもしっかり。 

梅・醤 油 麹・明 太マヨ。

ねぎま・せ せり・大 葉 つくねの 3 種をごはんと一 緒に。

ミニトマトとモッツァレラのカプレーゼ

やみつき明太大根サラダ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   690円

食　事

名物名物

(おかわりは 100円となります)

あかねさんの

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   550円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   450円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・   390円

淡雪ゆず氷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   0円

焼きとり茶漬け（ごはん 120ｇ）

3 種の焼きとり飯（スープ付・ごはん 150ｇ）

食後のひとくちデザートあります

・・・・・・・・・・・・   390円



チェリーのアロマの中にリコリス、そこにオー
ク樽由来のほのかなヴァニラやトフィーの
香りが溶け合う。口当たりはなめらかで上
品なフィニッシュ。

ソフトな口当たりとすがすがしい香り。ビギ
ナーから飲み慣れた方まで幅広く楽しめま
す。クリーンでいきいきとした、ソフトな甘さ
の余韻の長いワイン。

ヴァニラやチョコレートのような甘く香ばしい
香りと黒コショウのようなスパイス香。酸味が
滑らかでタンニンは力強く、骨格のあるしっか
とした味わいで、落ち着いた品格のあるワイン。

爽やかさとふくよかさを併せ持つスパークリングワイ
ン。繊細で『和』のニュアンスのある甲州にリッチな味
わいのシャルドネをバランスよくブレンド。しっかりとし
てきめ細やかな心地よい泡立ち。

カッシェロ・デル・ディアブロ 
メルロー

 ［750ml］  2,800円
ハーフボトル ［375ml］  1,800円

 ［750ml］  4,300円

 ［720ml］  5,200円

【チリ】ミディアムボディ

  ［720ml］ 4,500円

スパークリングワイン グラスワイン

赤ワイン 白ワイン

ワイン

日本のあわ 甲州＆シャルドネ

 

能登ワイン 心の雫

カベルネソーヴィニヨン

シャルドネ

【日本】ミディアムボディ

フィンカ・コンスタンシア 
バルセラ23

【スペイン】フルボディ

若手女性ワインメーカーが手掛ける革新的
なワイン。テンブラリーリョ種らしさを感じ
るフルーティーな味わいに、ほのかな樽の
ニュアンスが絶妙なバランス。

G.A.シュミット ツェラー・シュワルツ・
カッツ・ブリカッツQ.b.A

 ［750ml］  2,600円
ミニボトル ［250ml］  1,600円

 ［750ml］  3,600円

 ［720ml］  5,200円

【ドイツ】やや甘口

能登ワイン シャルドネ

【日本】辛口

カミーロ・モントリ トレッビアーノ・
ダブルッツォ

【イタリア】辛口

グレープフルーツのような柑橘系のほか、
洋ナシや青リンゴのような爽やかな香り。
いきいきとした酸味が全体を引き締めてい
て、ミネラル感あるキレの良い辛口タイプ。

ローマ時代から栽培されているトレッビアー
ノを主体に造られる、すっきりとした味わいの
辛口白ワイン。淡い麦わら色、軽やかでキレ
の良い酸味と穏やかな香りが感じられます。

【日本】やや甘口

 ・・・・・・  ［150ml］  550円

・・・・・・  ［150ml］  550円



キリン一番搾り

クラフトビール

中生ジョッキ

グラス

豊潤４９６

シルクエール

キリン陸 ジンジャーハイボール

コークハイボール

ハイボール・ロック・ストレート・水割り・お湯割り をお選びください

アレンビック
HACHIBAN

金沢のドライジン
・・・・・・・・・・・・   590円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   420円

・・・・・・   ・・・・  ・・・   720円

・・・・・  ・・・    720円

・・・・・・・・   グラス490円

・・・・・・・・・・   グラス590円

ビール

ウイスキー

シルクのような上質でまろやかな
口当たりが特徴の白ビール

エールの様な豊潤さとラガーの
様なキレと濃密なホップ感。

ほのかな甘い香りとすんだ口当たり

中川さんの

・・・・・・・・・・・・・・・・   グラス530円

ソーダ割り・ロック・
ストレートをお選びください

ギルビージン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   グラス490円

ジ ン

・・・・・・・   グラス850円

IWSC����金賞受賞

日本酒

萬歳楽・蔵人・純米大吟醸 【白山市】
香り華やかで豊かな味わい、柔らかい余韻

加賀ノ月・満月・純米吟醸 【小松市】 
まろやかで深みのある味わいと飾りのない香り

黒帯・悠 ・々特別純米 【金沢市】
キレの良い芳醇な旨みを持つ辛口

竹葉・能登純米 【能登町】
力強さと喉越しのバランスの良いタイプ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ［300ml 瓶］ 1,400円

・・・・・    490円

くろおび ゆうゆう

小徳利 ・・・・・    890円大徳利

ちくは

萬歳楽 [ 燗・冷 ]

まんざいらく くらうど

・・・・・・・・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・   ［150mlグラス］ 590円　［300ml 瓶］ 1,100円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・  ［150mlグラス］ 650円　［300ml 瓶］ 1,200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・ ［150mlグラス］ 690円　 ［300ml 瓶］ 1,300円



レモンサワー

ライムサワー

レモネードサワー

ジンジャーサワー

氷結レモンサワー

コークサワー

カルピスサワー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   グラス490円

・・・・・・・・・・・・・・・・・   グラス490円

・・・・・・・・・・・・・・   グラス490円

・・・・・・・・・・・・・・・   グラス 550円

・・・・・・・・・・・・・・・   グラス550円

加賀梅酒 能登梅酒

まっこい梅酒

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  グラス550円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   グラス450円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   グラス550円

クラフトサワー

サワー

梅 酒

中身のおかわり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   300円
果実はそのまま、サワーを入れてお持ちします。

レモネード

レモネードソーダ

クラフトジンジャー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   グラス 350円

・・・・・・・・・・・・・・・・  グラス 350円

・・・・・・・・・・・・・   グラス 350円

ノンアルコール 

焼 酎

クラフトノンアルコール
キリングリーンズフリー

カルピスウォーター

カルピスソーダ

コカ・コーラ

ウーロン茶

水割り・お湯割り・ソーダ割り・
ロック・ストレートをお選びください

水割り・お湯割り・ソーダ割り・
ロック・ストレートをお選びください

焼 酎 どぎゃん【熊本県】 

焼 酎 幻 の 露【鹿児島県】

・・・・・・・・・   グラス490円

・・・・・・・   グラス490円

麦
芋

有機麦焼酎 能登 のムし

加賀丸芋焼酎 のみよし
【能美市】高級加賀野菜「加賀丸いも」を原料とした、
甘く包み込むような香り、深くやさしく広がる味わい。

【珠洲市】「の：能登、ム：麦、し：焼酎」が名前の由来。
能登産大麦を100％使用した芳醇で強い風味。

・・・   グラス790円

・・・・   グラス790円

・・・・・・・   グラス 550円

・・・・・・・   グラス 550円

まるごと果実

プレミアム焼酎

・・・・・・  ［334ml 瓶］ 420円

・・・・・・・・・・・・・  グラス 290円

・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・  グラス 290円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  グラス 290円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  グラス 250円

たっぷりの生姜と7種のスパイスを丸ごと
使用したジンジャーシロップはピリリとス
パイシー。レモンも漬けて爽やかに、隠し
味として加賀柚子みつを加えました。

金沢産のはちみつとフレッシュなレモン
を使ったオリジナルレモネード。
はちみつのやさしい香りと甘さが野菜
巻き串にぴったりです。

手仕込み
ジンジャー
シロップ

手仕込み
レモネード
シロップ

クラフトサワー・クラフトノンアルコールのシロップは 自家製 です


