
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）

柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。
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※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）

柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん

わとん



※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）

柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん

わとん



※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）

柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん

わとん



※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）

柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん

わとん



※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）

柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん
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※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ
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⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）
柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん

わとん



※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図
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⇦長谷寺

鎌倉いとこ
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おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）
柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん

わとん



※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）
柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん
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※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）
柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん
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※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）
柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん

わとん



※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）
柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん

わとん



※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）
柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん
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※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ランチメニュー
生しらす御膳
１,900円（税込2,090円）
生しらす、釜揚げしらす、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

ぜいたくなしらす尽くしの
セットです！

釜揚げしらす膳
１,900円（税込2,090円）
釜揚げしらす、鶏卵、
しらすのちりめん・つくだ煮、
鎌倉野菜のサラダ、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とってもお得な
ランチセットです！

禁漁期および不漁時には、駿河湾の冷凍生しらすを使用する場合があります。

しらすの浜とろ丼
１,700円（税込1,870円）

釜揚げしらす、鶏卵、
あかもく・めかぶ（海藻）、
梅花はんぺん、
汁物、漬物、きんつば

とろとろでシコシコの食感が
しらすの甘味とマッチして絶妙！
生しらすとミックスもOK！

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

しらす茶漬け
1,400円（税込1,540円）

釜揚げしらす、梅茶漬け、
塩昆布、
井上蒲鉾店の梅花はんぺん、
韃靼そば茶（又は緑茶）、
漬物、きんつば

上品な味わいを
お楽しみ下さい！

しらす丼
1,200円（税込1,320円）
釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

しらすだけを
味わいたい方には
オススメ！

ライス 小…1 8 2 円（税込200円） 大…2 4 5 円（税込270円）
★お食事をご注文のお客様に★
コーヒーセット（ホットまたはアイス）
3 0 0 円（税込330円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

おろしハンバーグ
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

お豆腐と豚の赤身を挽いた
あっさりハンバーグのランチ
プレート。かまくら野菜の
サラダ、スープを添えて、
彩りも鮮やかなローカロリー
の、体に嬉しいメニュー
です！

鶏のトマト煮
1,400円（税込1,540円）

かまくら野菜のサラダ添え

鶏のもも肉をトマトで煮込
んだランチプレート。
かまくら野菜のサラダ、
スープを添えて、彩りも
鮮やかなメニューです！

和豚もちぶた
チーズハンバーグ
1,700円（税込1,870円）

かまくら野菜のサラダ添え

特徴の違う３品種の豚を
掛け合わせて生まれた
「和豚もちぶた」。とろける
ような脂の軽さと旨味、
きめ細かく舌触りの良い
上質の肉を挽き、ハンバー
グにしました。

焼き鳥丼
1,100円（税込1,210円）

もも串の焼き鳥とつくねを、
特製のたれにからませて焼いた、
焼き鳥丼！

手軽だけどボリュームも
あって、温泉卵と野菜の
彩りが食欲をそそります！！

鶏のくわ焼丼
900円（税込990円）

鶏肉をお醤油とみりん等で
漬け焼きした丼
汁物、漬物

お子さんにはやっぱり
お肉がいいかも！

大人も子供も
鎌倉野菜カレー
1,100円（税込1,210円）

ポテトサラダ添え
（写真はイメージです。野菜は時期
や仕入れで内容が変わります。）

かまくら野菜をカレーに
トッピング。彩りの美しさと
味わいのバランスをお楽
しみください！
具材に肉類は使用しており
ません。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

スパゲティナポリタン
1,200円（税込1,320円）

おなじみのパスタ、ナポ
リタン。トマトソースと
ケチャップの旨味がたまり
ません。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。
肉類を除いてベジタリアン
仕様にもできます。

ミートボールパスタ
1,400円（税込1,540円）

ミートソースにボリューム
たっぷりのミートボールを
のせました。
彩りには季節の鎌倉野菜
とフルーツを添えて。

オムライス
1,400円（税込1,540円）

ケチャップとタマゴの
ハーモニーがたまらない、
見た目もかわいい一皿。
ミニグラタンと野菜サラダ、
スープとフルーツも添えて。

お飲み物
鎌倉に醸造所がある、正真正銘の地ビール「鎌倉ビール」。
優雅な香りとコクのある味わい、
やわらかな口当たりが特徴のビール。ホントに美味しいです！

鎌倉ビール（３３０㎖小瓶） 700円（税込770円）

お食事のお共には、やっぱりワイン。
テーブルが華やぎますね。

ワイン（白・赤）   600円（税込660円）

飲み方はいろいろ。
ロックでも、水割り・お湯割りでも。

梅酒　　555円（税込610円）
お車を運転の方や、まだお昼だからという
方もこれならOK。

ノンアルコールビール 500円（税込550円）

ソフトドリンクの定番ですね。爽快なのど
越しがたまりません。

コーラ  500円（税込550円）

冷やでも燗でも。
楽しい干支のお猪口をお選びください。

日本酒　　600円（税込660円）
お湯割りでも水割りでも、お好みで。
芋と麦をご用意しています。

焼酎　　600円（税込660円）

おつまみ

かぼちゃきんつば　鎌倉いとこ
　当店でお召し上がりいただいたきんつばは「鎌倉
いとこ」本店でお買い求めいただけます。
また、サラダドレッシングのベースである七穀辛味噌、
しらすの佃煮などは、同
店内の梅之助梅太郎スペー
スでご購入いただけます。
　鎌倉のお土産に、ぜひ
ご利用ください。

店舗ご案内図

長谷駅

⇦長谷寺

鎌倉いとこ

カフェ和甘
⇧
大仏

おつまみセット　8 0 0円（税込880円） おつまみ　5 0 0円（税込550円）

生しらす　4 5 5円（税込500円） いかのウニあえ　4 5 5円（税込500円）

キューブチーズ　4 5 5円（税込500円） おせんべい　4 5 5円（税込500円）

日本茶
　当店の日本茶は、世界緑茶コンテストで2009年
・2014年に最高金賞を受賞した日本茶専門店
「茶来未（ちゃくみ）」のものです。
　お茶に用います水は、富士山麓から採取した
天然バナジューム水を使用しております。

おこっぺ
和甘のソフトクリームとアイスクリームは、大自

然あふれる北海道のオホーツク海に面した酪農の
町「興部（おこっぺ）」から取り寄せています。
特に優れた乳牛から、その日朝搾ったばかりの

新鮮な牛乳を原料に製造された無添加ソフトク
リーム＆アイスクリームは、清涼感あふれるさっぱ
りとした口あたりで、後味もスッキリとしています。

甘　味

北の幸 北海道 900円（税込990円）
ソフトクリーム、
アイスクリーム（抹茶＆ハスカップ）、
きんつば

オホーツク「おこっぺ」のソフト＆アイスクリーム
に、かぼちゃきんつば。道産子です！

パフェ 和甘 1,300円（税込1,430円）
ソフトクリーム、抹茶アイス、つぶあん、
水ようかん、金時豆、赤エンドウ豆、黒蜜、
バナナ、みかん、キゥイ、あんず、チェリー、
寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

和甘の贅をつくした逸品
たっぷり召し上がりたい方に、ぜひオススメ！

大仏あんみつ 955円（税込1,050円）
ソフトクリーム、つぶあん、金時豆、黒蜜、
バナナ、キゥイ、みかん、寒天、白玉、求肥、
最中皮、漬物

ソフトクリームを大仏様に模した、和甘の
代表メニューです。金時豆がポイント！

観音あんみつ 955円（税込1,050円）
ミルク・抹茶・ハスカップの３種類の
アイスクリームから２種をお選び下さい。
（ハスカップは北海道に自生する木の実で
ブルーベリーに似た味です）
こしあん、赤エンドウ豆、白蜜、みかん、
チェリー、寒天、白玉、求肥、最中皮、漬物

大仏あんみつに比べてさっぱりとした風味。
白みつで素材の味わいをお楽しみください！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

豆かん　764円（税込840円）
かんてん、赤エンドウ豆、黒蜜、漬物

シンプルにかんてんと豆の食感を
お楽しみください！

みつ豆　800円（税込880円）
寒天、赤エンドウ豆、あんず、みかん、求肥、
チェリー、漬物

自慢のかんてんをぜひ味わってください。
絶妙な食感がたまりません！

冷やし白玉ぜんざい
800円（税込880円）

ぜんざい、白玉、漬物

ゆでたての白玉が、
ぜんざいの味わいを引き立てます！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

生チョコクリームぜんざい
882円（税込970円）

生チョコぜんざい、白玉、ソフトクリーム

ぜんざいに生チョコをブレンド。
お試しあれ！

※白玉はご注文をいただいてから茹でますので、少々お時間をいただきます。ご了承ください。
※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

きんつば＆ミニあんみつセット
800円（税込880円）

きんつば、つぶあん、寒天、みかん、
赤エンドウ豆、黒蜜

きんつばと甘味、両方食べたい！って
欲張りな方にオススメ！

お汁粉　700円（税込770円）
つぶあんの田舎汁粉、餅、漬物
やはり甘味の原点はお汁粉。

その温もりに、ほっと心和むのがいいですね！

きんつば＆緑茶セット
682円（税込750円）

きんつば、高級煎茶

定番中の定番の組み合わせ！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★

きんつば＆コーヒーセット
682円（税込750円）

きんつば、コーヒー（アイスコーヒー可）

和菓子のきんつばにコーヒー、
これが以外に合うんです！

生しらすと
釜揚げしらすの
ミックスしらす丼
1,200円（税込1,320円）
生しらす、釜揚げしらす、鶏卵、
めかぶ、大根おろし、汁物、
漬物、きんつば

生しらすと釜揚げしらすを
一緒に頬張れる、
これぞ究極のしらす丼！

おつまみは９ページにあります。

大振りのカップ・グラスで、たっぷり召し
上がっていただいております。

コーヒー（ホットまたはアイス）   500円（税込550円）

苦味のあるコーヒーに甘いアイスクリームが
たまらないカップリング。

コーヒーフロート  682円（税込750円）
メロンシロップの緑の透明感が心地よさを
演出。彩りの美しさはナンバー１です。

クリームソーダ  682円（税込750円）
お子様にはなんといってもジュースが一番。
１００％果汁のオレンジジュースです。

オレンジジュース 500円（税込550円）

はちみつと梅エキスを加えたシロップを炭酸
で割った、爽やかな味わいのドリンク。

梅ハニー  555円（税込610円）
切れのいい爽やかな喉ごしと、ふくよかな
香りが特徴のサイダーです。

鎌倉サイダー  500円（税込550円）

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ローストビーフ丼
1,800円（税込1,980円）

牛のもも肉に、低温でじっ
くりと熱を通し焼き上げた
ローストビーフを丼に。
野菜サラダもついてバラン
スも抜群です。

ローストポーク丼
1,664円（税込1,830円）

豚の肩ロースに、低温で
じっくりと熱を通し焼き上げ
たローストポークを丼に。
ボリューム感いっぱいです！

ベジタリアンサラダセット
1,500円（税込1,650円）

季節の野菜サラダ（鎌倉野
菜など季節によって内容は
変わります）に、鎌倉の高
級食パン、絹ごし豆腐（オ
リーブオイル・塩・スパイス
添え）、コーヒー・紅茶（ホッ
トまたはアイス）で、サラダ
ランチはいかがですか？

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

ウインナーソーセージ
プレート
900円（税込990円）

国産ブランド豚「和豚」の
ソーセージ３種類に、野菜
サラダとポテトサラダを添
えました。
ビールやワインのおつまみ
にもうってつけです！

ローストポークセット
1,900円（税込2,090円） 

豚の肩ロースのロースト
ポークに３種類のウイン
ナーソーセージもついて、
ボリューム満点。
お腹一杯になります！
パンはライスに換えられます。

ローストビーフセット
1,900円（税込2,090円）

牛のもも肉のローストビー
フに季節の野菜サラダ、
高級食パンを添えました。
ちょっと贅沢な取り合わせ
です。
パンはライスに換えられます。

ところてん　682円（税込750円）
ところてん、のり、三杯酢、漬物、
お出汁のきいた三杯酢で
さっぱりとした味わいに！

おしるこプリン 682円（税込750円）
和と洋の代表甘味がマリアージュ。
（写真はイメージです。フルーツは季節によって変わります。）

ドリンクセット 882円（税込970円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

カスタードプリン 555円（税込610円）
新鮮な牛乳と生クリーム・卵にじっくりと熱を
入れたふんわりプリンです。

ドリンクセット 755円（税込 830円）
コーヒー（ホット・アイス）、オレンジジュース、
高級煎茶、いずれかのお飲物とご一緒に。

和甘パンケーキ 900円（税込990円）
柔らかいパンケーキにミルクアイス・抹茶アイスと
小倉餡を添えました。甘酸っぱいアンズがついて
お腹も満たされる一皿です。

日本茶セット

※きんつばはその日によって組み合わせが変わります。

ぱちり（深蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

煎茶の一種、深蒸し茶（ふかむしちゃ）で、生茶葉から煎茶を
作る際の「蒸し」の時間を長めにとったものです。

そんならば（普通蒸し煎茶） 
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、煎茶
（２煎目からはご自身でお楽しみいただけます。）

普通蒸しの煎茶で、生茶葉を２０秒から１分程度蒸した
ものです。淹れた茶は透明感のある緑黄色をしており、
さわやかな味わいと高い香りが特徴です。

あずな（抹茶セット）
900円（税込990円）

きんつば、ミニあんみつ、抹茶

長野県との境に位置する高原、静岡県天竜市の天竜川
上流沿いで栽培された高品質茶葉を挽いたものです。
朝霧のかかる茶園。山間地特有の寒暖の差が生み出す
お茶は香り高く、濃厚な味わいとなります。

抹　茶　　700円（税込770円）
抹茶、きんつば等の甘味

抹茶の滋味を味わってください！

コーヒーセット（ホットまたはアイス）  300円（税込330円）★★甘味をご注文のお客様に★★
※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。 ※お願い　　中学生以上のお客様には、お一人一品のご注文をお願いいたします。

わとん

わとん


