
１６５０万年前から存在する五浦海底の巨大ガス油田と
六角堂をモチーフにしたイカスミカレー

Recommended menu

カフェテリアカメリアのこだわりおすすめメニュー

窓外に広がる太平洋を眺めながら具沢山の魚介を使用したシーフードメニューや
茨城県産二大ブランド肉を使用した肉料理を是非ご堪能ください

おすすめ

R-① あんこう竜田入り 五浦ブラックカレー
い づ ら

Izura-style Squid ink black curry

1,280円（税込）

あんこう鍋をモチーフにした
パエリア鍋の魚介系スープスパゲティ

おすすめ

Rー② あんこう入り 浜鍋風スパゲティ
Soup spaghetti with anglerfish

1,380円（税込）

肉質がキメ細かな旨味たっぷりの
茨城県産ブランド豚肉使用

おすすめ

R-③ ローズポークの生姜焼
Grilled rose pork ginger

1,480円（税込）

茨城が誇る二大銘柄肉！！
肉質等級４以上の常陸牛とローズポークを黄金比合挽き

おすすめ

④ 旨いもんハンバーグ

Hitachi beef & rose pork hamburger steak

1,680円（税込）

茨城県産こしひかりの 大盛ごはん Large rice ＋ 100円（税込）

選べるトマトorホワイト Tomato or white

常陸牛と
ローズポークの



Spaghetti menu

当店のパスタは本場イタリアのトップブランドより直輸入！少し硬めのアルデンテをお楽しみください

生食用たらこをふんだんに使用したシンプルで人気の和風パスタ

① 和風たらこスパゲティ
Japanese-style 

Squid ink black curry 900円（税込）

奥久慈の美しい空気、天然飼料、ミネラル豊富な天然水で育った鶏の新鮮で美味しい卵を使用

おすすめ ② 奥久慈たまごカルボナーラ Okukuji egg carbonara 990円（税込）

おすすめ

低カロリーで食物繊維たっぷりのキノコをバター醤油で仕上げました

③ バター醤油きのこスパゲティ Butter soy-sauce 
mushroom spaghetti 880円（税込）

にんにくの香りが食欲をそそるパスタに自家製ミートソース使用

④ ガーリックミート Garlic deluxe spaghetti 990円（税込）
パスタの王道ミートスパゲティ

⑤ ミートスタンダード Meat sauce spaghetti 880円（税込）

モチモチ食感のLサイズ・LLサイズ Large size or Double large size いずれも＋200円（税込）

お食事をご注文のお客様に限り

Only for customers ordering meals

①サービスコーヒーセット

200円（税込）

②サービス紅茶セット

Service tea set 200円（税込）

Service coffee set

最後の将軍・徳川慶喜が１８６７年に国家の威信をかけ欧米の行使をもてなした当時の珈琲を再現した深煎り珈琲

おすすめ
③ 徳川将軍珈琲 スペシャルセット

Tokugawa Shogun Coffee special set 500円（税込）
ホット or アイス

Hot or Ice

食後のお飲み物はいかがでしょう？ How about a drink after a meal?

茨城のコーヒーメジャーブランド「サザコーヒー」使用

ほのかな柑橘系の芳香があるセイロン茶葉使用

（ホット or アイス）

（ホット or アイス）

P-

P-

P-

P-

P-

S-

S-

S-

※写真は徳川将軍珈琲スペシャルセットです



徳川将軍ｱｲｽ珈琲

アイスカフェラテ

カフェテリアのこだわり珈琲

当店の珈琲は県内発祥のコーヒーブランド「サザコーヒー」使用

サザブレンド

且座（サザ）の語源は表千家茶道の七儀式のひとつ
中国禅僧の臨済の七言絶句にある 『且座喫茶』 ～且（まさ）に座って
茶を楽しまんとす～どうぞ座ってお茶をお楽しみください。という意味
があり、サザコーヒー創業者のおもてなしの心の表れとなっています

550円（税込）
≪ あたたかい珈琲 ≫

Cake set

・モンブラン ・りんごのジブースト
・ショコラ ・クリームチーズケーキ のいずれか

680円（税込）

S-④ ケーキセット

800円（税込）

Alcoholic drinks

オーロラ
ソースの

カフェラテ 600円（税込）

ココア 550円（税込）

徳川将軍珈琲 650円（税込）

サザｱｲｽｺｰﾋｰ 600円（税込）
≪ 冷たい珈琲 ≫

650円（税込）

アイスココア 600円（税込）

700円（税込）

冷たいお飲み物

・サザブレンド ・アイスコーヒー ・紅茶
・アイスティー のいずれか

透き通るブルーは蝶豆花茶
アントシアニンはブルーベリー
の４倍‼
美肌・アンチエイジング・眼病
予防に効果があるといわれて
います

オーシャンカルピス
Ocean calpis

※写真はオーシャンカルピスです

紅茶 500円（税込）

アイスティー 550円（税込）

生ぶどうｼﾞｭｰｽ 680円（税込）

コカ・コーラ 500円（税込）

アルコールドリンク

600円（税込）

りんごしーどる（グラス）

スーパードライ

スパークリングワイン （Aｌ7％）

ｶﾞｰﾘｯｸ オイスター 680円（税込）

小海老ﾑﾆｴﾙ 680円（税込）

680円（税込）あんこうの竜田揚げ

Cold drinkCafeteria’s specialty coffee

※写真はりんごのジブーストとサザブレンドです

常 陸
太田産

A la carte

一品料理

500円（税込）小瓶

500円（税込）ドライゼロ 小瓶

800円（税込）

巨峰ワイン（グラス）

680円（税込）
常 陸
太田産

ロゼ or 白 （Al１１％）

Special set

お得なセットで午後のくつろぎを

ノン
アルコール
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イタリアドルチェ「アフォガード」はイタリア語でおぼれるの意味。アイスクリームにエスプレッソをかけて

おすすめ D-① 魔法のバニラ Afo guard vanilla 500円（税込）
奥久慈たまごの濃厚プリンにエスプレッソをかけて

おすすめ D-② 奥久慈プリン 600円（税込）

絶景５つの入江が連なる五浦海岸の断崖。
太古に海底から隆起した崖の地層をモチーフに考案しました

おすすめ モカパフェGeo Mocapafe

④ 月夜の六角堂 （クリームあんみつ） Cream anmitsu 880円（税込）

880円（税込）

D-

当店の手づくりスウィーツ ＆ おすすめケーキ

Cafeteria’s specialty coffee

徳川将軍珈琲添え

Okukuji pudding
徳川将軍珈琲添え

D-③ ジオ

⑤ モンブラン Mont Blanc 500円（税込）D-

⑥ りんごのジブースト Apple chiboust 500円（税込）D-

⑦ ショコラ chocolat 500円（税込）D-

⑧ クリームチーズケーキ Cream cheese-cake 500円（税込）D-

⑨ ベイクドチーズケーキ Baked
cheese-cake 500円（税込）D-

北海道産
クリームチーズ使用

五浦海岸とは．．．
大小の入り江、大小の磯、高さ約50mの断崖絶壁など、
波による浸食で形成された地形が続く（海食崖）。
南から「小五浦」「大五浦」「椿磯」「中磯」「端磯」の五つの
浦（磯）を称して五浦という。
日本の渚百選。日本の音風景100選。茨城百景。日本の
白砂青松100選。日本の地質百選。


