
G R A N D  M E N U





かすみキッチンは 、ヘルシー × 地 産 地 消をコンセプトに 、

市の産 品を活 かしたメニューを提 供するレストラン 。

地 域の皆さまから提 供していた だいた 新 鮮 な素 材 を 、

健 康 でおいしく食べられる料 理として 提 供します 。

店 内 内 装 は 、今年廃 校となった安 飾 小学 校 、佐 賀 小学 校 、

牛渡 小学 校 、宍 倉小学 校 、志士庫 小学 校 、

下大 津 小学 校 で 使っていた備 品を活 用しています 。

地 域の皆さまの 想い出の品を使いながら 、

いつまでも地 域の皆さまと寄り添って運 営していける 、

そんなレストランを目指していきます 。

かすみキッチンとは



季節ごとの果物

米 栗

蓮根

全国一の蓮根生産地の茨城県の中でも
圧倒的なシェアを誇る霞ヶ浦湖畔
地域。湖岸という水源に恵まれたこの
地域は気候も蓮根栽培に適しており、
良質な蓮根が収穫される。

栗の収穫量が全国一位の茨城県。その中
でも、有数の生産量を誇るかすみがうら市
産の栗は、ふっくらとして大きく、甘みも
たっぷり。

かすみがうら市では、古くから果樹栽培が
盛んだ。特に生産量の多い千代田エリア
は、年平均気温が16℃と高く、年間にして
降水量がおおむね1000 ㎜と少ないうえ、
風が弱く、晩霜の危険性も少ないため、
梨、栗、ぶどう、柿、りんご、いちごなど栽培
種類も豊富で、良質な果物が育つ。

霞ケ浦沿岸は砂地で水はけが良く清ら
かな湧き水が米作りに適していること
から、水戸藩への献上米とされるなど、
ここで収穫された米の味は抜群。

地産地消の食材



蓮根豚

川エビ

わかさぎ

常陸牛

シラウオ

全国一の生産量を誇る茨城県産の蓮
根を飼料に混ぜて育てた銘柄豚。
ミネラル豊富な蓮根を食べて育った
ことから、臭みがなく、脂身もあっさり
癖がないのが特徴。

茨城県の指定された生産者が飼育
した黒毛和種の牛のうち、日本食肉格付
協会枝肉取引規格において、歩留
等級 A または B、肉質等級 4 以上に
格付けされた牛の銘柄。
柔らかく、きめ細やかな肉質が特徴。

霞ヶ浦では、餌となるプランクトンが
多いため、大きく脂ののったわかさぎ
が捕れる。成長が早いためか、骨も
柔らかく、内臓などの苦味も少ない。

霞ヶ浦の川エビは、香りが高く、えぐ味
が少ない（地元では「ざざえび」とも
呼ばれる）。プランクトンも豊富なため、
漁獲高も全国一を誇る。

霞ヶ浦と北浦の風物詩として知られ
ている帆引き船。この帆引き漁で獲っ
ていた魚の一つがしらうお。



蓮根豚レモンジンジャー焼き････････････････････････￥1,200

地養鳥の塩焼き ････････････････････････････････････￥1,100

FO OD
旬の食材を活かしたヘルシーな料理

分厚いポークソテー！レモンと生姜の相性抜群！

旨味の中にまろやかなジューシーさ！

メイン

かすみがうら市で育った上質和牛！

常陸牛ステーキ（モモ肉）
････････････････････￥2,500

肉汁いっぱいハンバーグ。
当店人気 No.1!

蓮根豚ハンバーグ
････････････････････￥1,000

※表示価格は全て税込みです。



湖フグスモークのカルパッチョ
･････････････････････￥600

揚げ出し蓮根 ･･････････￥500 蓮根丸ごとホイル焼き････￥650

湖フグスモークとアボガド
～自家製タルタルソースを添えて～ ￥650

前菜

カリカリチーズ焼き ････････････････････････････････････￥450

たっぷり野菜のチーズオムレツ ･･･････････････････････････￥650

川エビの香ばしさ・チーズのカリカリ新食感！

モチモチ“新食感”

卵がふわふわ、チーズガとろーり!

本日のアヒージョ ･･････････････････････････････････････￥680

蓮根のきんぴら ････････････････････････････････････････￥350

シラウオおろし ････････････････････････････････････････￥400

牛蒡のから揚げ ･･･････････････････････････････････････￥390

蓮根と常陸牛の牛すじ煮込み ･････････････････････････････￥550

地野菜のピクルス ･･････････････････････････････････････￥580

わかさぎの南蛮漬け ････････････････････････････････････￥600

こくのあるやわらかいトロトロ牛すじ！

※表示価格は全て税込みです。



常陸牛の牛すじカレー
･･････････････････￥1,200

￥350

ごはん
サラダ
セット

幸せ卵のシーザーサラダ ････････････････････････････････￥780

蓮根豚の冷しゃぶサラダ ････････････････････････････････￥780

川エビと海藻のサラダ ･･････････････････････････････････￥750

地野菜もりもりサラダ ･･････････････1 人前 ￥200 ｜ 2 人前 ￥600

スパイシーな風味と柔らかい牛すじ

￥350

ごはん
ドリンク
セット

サラダ

ごはん

釜揚げシラウオ丼････････････････････････････････････････￥900
“ぷりぷり”シラウオ！

贅沢卵かけごはん ･･････････････････････････････････････￥350

蓮ごはん ･････････････････････････････････････････････￥350

白ごはん ･･････････････････････････￥200 （ごはん大盛＋￥100）

希少価値のてんねんたまごと幸せたまご

100％オレンジジュース
100％りんごジュース / コカ・コーラ
ジンジャーエール  （甘口・辛口）
ウーロン茶 / 紅茶 （ホット・アイス） 
コーヒー（ホット・アイス）

※表示価格は全て税込みです。



パスタ大盛り･･･＋￥200 パン･･･１個 ￥80｜2個 ￥150

ピッツァ

シラウオと生海苔ピッツァ ･････････････････････････････￥1,000

本日のピッツァ ･･････････････内容･価格はスタッフにお尋ねください

シラウオと海苔の相性抜群な和風ピッツア

パスタ

蓮根と蓮根豚のミートソース ･･･････････････････････････￥1,000

本日のパスタ ････････････････内容･価格はスタッフにお尋ねください

ミートソースにシャキシャキ食感の蓮根をオン

川エビの風味と食感がアクセントに

川エビと赤玉葱のペペロンチーノ
････････････････････￥1,000 ････････････････････￥1,100

クリーム派にオススメ！
濃厚な幸せ卵をたっぷり使用

幸せ卵のカルボナーラ

地野菜たっぷりのマルゲリータ
･････････････････････￥900

香草が香る！
ジューシーなコンフィーをピッツアで！

コンフィーと蓮根豚ソーセージ
ピッツァ ･･････････････￥900

トマトソース、チーズ、季節の地野菜を
使った王道の一皿

※表示価格は全て税込みです。



DESSE RT
かすみがうらの果物をつかったデザート

てんねんたまごの
ティラミス･･･￥500

ブルーベリーパフェ 季節のフルーツコンポート
サクサクパイ ￥500･･･････････￥600

デザート

蓮根チーズロールケーキ
･･･････････････････￥500

蓮根を使用した”新食感”ロールケーキ

ほろ苦い大人のティラミス 甘酸っぱい爽やかパフェ
サクサクパイと
キャラメル風味のコンポート

いちごけずり ･････････････････････････････････････････￥500

本日のプリン ･････････････････････････････････････････￥400

パンナコッタ ･････････････････････････････････････････  ￥350

アイス （バニラ･カシス･抹茶･チョコ）･･･････････････････All ￥200

※表示価格は全て税込みです。



ビール

DRIN K
お飲み物

生ビール アサヒスーパードライ ･･･････････････････････････￥500

瓶（中）ビール　アサヒスーパードライ ･･･････････････････････￥500

サワー

梅干しサワー ･･････････････････････････････････････････￥500

生レモンサワー ･････････････････････････････････････････￥500

生グレープフルーツサワー ････････････････････････････････￥500

ブルーベリー霞恋サワー ･････････････････････････････････￥500

ウイスキー

竹鶴 17 年ピュアモルト ･･････････････････････････････････￥800

竹鶴ピュアモルト ･･･････････････････････････････････････￥500

ジャックダニエル黒 ･････････････････････････････････････￥500

※表示価格は全て税込みです。

グラスワイン

グラス 赤／白 ･･････････････････････････････････････････￥500

アルコール



ボトルワイン（赤）

ルチェンテ （フルボディ）･･･････････････････････････････････￥10,000

レコンフィールド  カベルネ （フルボディ）･･････････････････････････￥7,000

パイオニアブロック ピノ・ノワール （ミディアムボディ） ････････････････￥6,000

バデスコ （フルボディ） ･････････････････････････････････････￥5,000

キャンティ・クラシコ （ミディアムボディ） ･････････････････････････￥4,500

ゾーニン・リージョンズ・コレクション・ヴァルポリチェラ （ミディアムボディ）･･･￥3,500

タクン・レセルヴァ カベルネ （ミディアムボディ）･････････････････････￥2,000

ボトルワイン（白 )

コノスル 20バレル・リミテッド シャルドネ (辛口 ) ･････････････････￥7,000

14ハンズ・シャルドネ（辛口） ･･･････････････････････････････￥6,000

シャトー・オー・ムレル・ブラン（辛口） ･････････････････････････￥4,500

ゾーニン・リージョンズ・コレクション・ソアヴェ ( 辛口 ) ････････････￥3,500

コノスル　ゲヴュルツトラミネール　レゼルヴァ（辛口） ･･･････････････￥3,000

タクン・レセルヴァ シャルドネ ( 辛口 ) ･････････････････････････￥2,000

※表示価格は全て税込みです。

ボトルワイン（ロゼ）

ボトルワイン（スパークリング）

サンタヘレナ アルパカ・ロゼ ( 辛口 ) ･･････････････････････････￥2,000

ナ・ソル・デ・レケーナ ブリュット ( 辛口 ) ･････････････････････￥3,500

モエ・エ・シャンドン　ブリュット ･･････････････････････････￥12,000



焼酎

麦『漫遊記』 25 度 ･････････････････････グラス ￥500 ｜ ボトル ￥3,500

芋『湖山』 25 度 ･･･････････････････････グラス ￥500 ｜ ボトル ￥3,500

日本酒

武勇 （辛口純米） ･････････････････････････････････････1合 ￥800

梅酒

木内酒造 ( ロック・ソーダ ) ･･･････････････････････････････￥500

一人娘さやか （吟醸） ･････････････1合 ￥1,000 ｜ 4 合 ( ボトル ) ￥3,500

郷乃誉 （純米大吟醸）･････････････1合 ￥1,300 ｜ 4 合 ( ボトル ) ￥4,500

熱燗 武勇 （辛口純米） ･････････････････････････････････1合 ￥800

特産の果物・野菜をたくさん使ったスムージー

ミックスベリースムージー ･･･････････････････････････････￥500

ソフトドリンク・ノンアルコールドリンク

100％オレンジジュース / 100％りんごジュース

コカ・コーラ / ジンジャーエール  （甘口・辛口） / ウーロン茶 

紅茶 （ホット・アイス） / コーヒー （ホット・アイス）

ノンアルコールビール All ￥300

※表示価格は全て税込みです。

茨城の地酒

ソフトドリンク



コース料理

前菜 3 点盛り合わせ
サラダ

ピッツァ or パスタ

蓮根豚ハンバーグ
or

地養鳥の塩焼き

デザート２点盛り合わせ
ドリンク

前菜 5 点盛り合わせ

本日のスープ

サラダ

ピッツァ or パスタ

地魚料理

常陸牛ステーキ

デザート 3 点盛り合わせ

ドリンク

前菜 4 点盛り合わせ

本日のスープとサラダ

ピッツァ

パスタ

常陸牛ステーキ

デザート 3 点盛り合わせ

ドリンク

ドリンクは以下から

100％オレンジジュース 
100％りんごジュース 
コカ・コーラ 
ジンジャーエール  （甘口・辛口） 
ウーロン茶 
紅茶 （ホット・アイス） 
コーヒー（ホット・アイス）
ノンアルコールビール 

２名様から承ります。
要予約 ※３日前までにご予約お願いいたします。

＋￥200 でドリンクを
スムージーに変更できます。

※表示価格は全て税込みです。

あゆみコース（￥2,500）

かすみがうらコース（￥5,000）

ほびきコース（￥4,000）





かすみ

キッチンへ

ようこそ


