
※当店では宮城県の契約農家さんから仕入れた野菜をふんだんに使用しております。 ※（）内は税抜き価格です

コーヒー or 紅茶
本日のフレーバーティー (HOTのみ)
オレンジジュース or グレープフルーツジュース

食後の
セットドリンク

TAKE OUT ④⑤以外

全品¥1,000 (¥926)

アレルギー表示／同じ厨房で調理している為、微量に混入の可能性がございます。(卵乳小麦えびかに落花生そば)

わたす定食ランチ

ご飯(宮城県産ひとめぼれ) 味噌汁(岩手県陸前高田の手作り味噌または 仙台味噌使用) 
小鉢3種(季節の野菜や海藻を中心に使ったお惣菜) 季節野菜のサラダ付き

旬の東北食材を楽しめる「定食」をイメージしたセットランチ。メイン料理は①～④のセレクトとなります。

①漢方合挽き肉のハンバーグ 栗原産玉葱ソテーのバジルクリームソース

②岩中豚肩ロースのグリル 梅おろしの和風ソース

③宮城県産メカジキのカツレツグラナパダーノとフレッシュトマトのソース

④東北鮮魚と三陸わかめの海鮮丼 “ アミエビご飯 ”  

or  東北鮮魚の刺身盛り合わせ 鮮魚の唐揚げ付き

¥1,400 (¥1,273)

¥1,300 (¥1,182)

¥1,300 (¥1,182)

¥1,600 (¥1,455)

旬の食材を使用

⑤ “ 盛岡冷麺 ” わたす風 ¥1,200 (¥1,091)

わたす 麺

季節野菜のサラダ 本日のスープ付き

⑦栗原産春野菜と浅利のキッシュ 枝豆ソース添え ¥1,200 (¥1,091)

わたすキッシュ

パン 季節野菜のサラダ 本日のスープ付き

ポテトフライ 季節野菜のサラダ 本日のスープ付き

⑥宮城県産銀鮭のフリットバーガー アボカドで作ったワカモレソース ¥1,200 (¥1,091)

わたすバーガー 特製バンズ

LUNCH
5/15 (月) – 6/4 (日)

LUNCH ミニデザート

+¥300 (¥273)



※写真は、イメージです



〈例〉
冷前菜2種盛り合わせ
・松島産メバチマグロの仙台味噌漬けカルパッチョ
・仙台野菜と浅利の佃煮のポテトサラダ

温前菜2種盛り合わせ
・南三陸産殻付き牡蠣と伊⾖沼農産ハムのサルティンボッカ
・みやぎサーモンのカダイフ包み カポナータと⾹草のソース

サラダ
・炙り⾦華さばのシーザーサラダ

パスタ
・南三陸産⽔蛸と栗原産椎茸の和⾵醤油パスタ

⿂料理
・宮城県産メカジキの厚切りグリル フルーツトマトのケッカソース

⾁料理
・岩中豚肩ロースのシャリアピンステーキ

デザート
・本⽇のジェラートと旬のフルーツ

COURSE

東北の宴 コース

※天候や食材仕入れ状況により内容が変更になる場合もございます。

※当店では宮城県の契約農家さんから仕入れた野菜をふんだんに使用しております。※（）内は税抜き価格です。

\5,000 (\4,546)

アレルギー表示／同じ厨房で調理している為、微量に混入の可能性がございます。(卵乳小麦えび かに落花生そば)

120分飲み放題オプション

+ \3,000 (\2,728)

⽣ビール / カクテル7品〜 / 果実酒 / 焼酎 (⻨・芋・⽶)

ウィスキー / ワイン / 東北⽇本酒 2品〜

ソフトドリンク

写真はイメージ



〈例〉7品〜

冷前菜3種盛り合わせ

温前菜3種盛り合わせ

サラダ

パスタ or 炊き込みご飯

⿂料理

⾁料理

わたす特製デザート

その他、ご予算に合わせたコースご相談承ります。

COURSE

東北の恵み コース ※ 3⽇前までに事前のご予約が必要です

※天候や食材仕入れ状況により内容が変更になる場合もございます。

※当店では宮城県の契約農家さんから仕入れた野菜をふんだんに使用しております。※（）内は税抜き価格です。

\8,000 (\7,273) ~四季折々の旬な⾷材をふんだんに使⽤~   

アレルギー表示／同じ厨房で調理している為、微量に混入の可能性がございます。(卵乳小麦えび かに落花生そば)

写真はイメージ



季節野菜のピクルス

わさび香るいぶりがっこのポテトサラダ

スモーク盛り合わせ

わたす特製キッシュ

玉葱の白ワイン蒸し チーズと生ハム添え

東北鮮魚と野菜のテリーヌ

メバチマグロとアボカドのクリームチーズタルタル

鮮魚のカルパッチョ

前菜盛り合わせ3種

前菜盛り合わせ5種

本日のお刺身盛り合わせ

¥650(¥591)

¥650(¥591)

¥900(¥819)

¥800(¥728)

¥650(¥591)

¥850(¥773)

¥1,200(¥1,091)

¥1,350(¥1,228)

¥1,400(¥1,273)

¥2,200(¥2,000)

¥2,000(¥2,000)〜

À LA CARTE

前菜

※写真はイメージです。※当店では宮城県の契約農家さんから仕入れた野菜をふんだんに使用しております。※（）内は税抜き価格です

アレルギー表示／同じ厨房で調理している為、微量に混入の可能性がございます。(卵乳小麦えび かに落花生そば)

前菜（イメージ）

アミエビと竹鶏卵のシーザーサラダ

東北産鶏むね肉と竹鶏卵のコブサラダ

季節野菜のバーニャカウダ

¥1,200(¥1,091)

¥1,200(¥1,091)

¥1,350(¥1,228)

サラダ

三陸を中心に、東北各地の旬な味、伝統の味をお届け致します。

アミエビと竹鶏卵のシーザーサラダ

前菜（イメージ）



三陸魚介のペペロンチーノ

漢方合挽き肉と仙台味噌の和風ボロネーゼ

焼きチーズリゾット海苔のクリームソース

本日のおすすめパスタ

¥2,200(¥2,000)

¥1,450(¥1,319)

¥1,450(¥1,319)

¥1,450(¥1,319)〜

パスタ＆リゾット

パスタ （イメージ）

焼きチーズリゾット海苔のクリームソース

殻付き牡蛎の蒸し焼き/1p

南三陸産水蛸と季節野菜のフリットミスト

岩中豚バラ肉の角煮

岩手県産いわい鶏のコンフィサラダ仕立て

漢方合挽き肉のハンバーグシャリアピンソース

三陸魚介のスチームプレート

¥700(¥634)

¥1,200(¥1,091)

¥950(¥864)

¥1,500(¥1,364)

¥1,100(¥1,000)

¥2,300(¥2,091)〜

お魚・お肉料理

※写真はイメージです。※当店では宮城県の契約農家さんから仕入れた野菜をふんだんに使用しております。※（）内は税抜き価格です

アレルギー表示／同じ厨房で調理している為、微量に混入の可能性がございます。(卵乳小麦えび かに落花生そば)

三陸を中心に、東北各地の旬な味、伝統の味をお届け致します。

岩手県産いわい鶏のコンフィ サラダ仕立て

À LA CARTE

わたす特製お重BOX

ハンバーグ or お肉料理 or お魚料理
お選びください。

¥2,600(¥2,364)

岩中豚バラ肉の角煮



竹鶏卵の濃厚クレームブリュレ

岩手県産ナッツの入ったガトーショコラ

蔵王チーズのバスク風チーズケーキ

宮城県産玄米と黒蜜の和風パフェ

季節のフルーツを添えたティラミス

本日のジェラート

陸前高田のおやきジェラート添え (小倉/白あん/ゆず/りんご/かぼちゃ)

¥750(¥682)

¥800(¥728)

¥700(¥637)

¥750(¥682)

¥800(¥728)

¥650(¥591)

¥700(¥637)

デザート

※写真はイメージです。※当店では宮城県の契約農家さんから仕入れた野菜をふんだんに使用しております。※（）内は税抜き価格です

アレルギー表示／同じ厨房で調理している為、微量に混入の可能性がございます。(卵乳小麦えび かに落花生そば)

DESSERT

デザート（イメージ）



DRINK

※（）内は税抜き価格です

ビール／BEER

サントリープレミアムモルツドラフト

岩手ベアレン醸造所ベアレンビール瓶

宮城イシノマキファーム巻風 (エール or IPA)瓶

オールフリー <ノンアルコール>

¥800(¥728)

¥1,200(¥1,091)

¥1,500(¥1,364)

¥600(¥546)

サワー・カクテル／SOUR・COCKTAIL

レモンサワー

グレープフルーツサワー

巨峰サワー

烏龍ハイ

玄米入り緑茶ハイ

カシス

ピーチ

ライチ

¥650(¥591)

¥650(¥591)

¥650(¥591)

¥650(¥591)

¥650(¥591)

¥650(¥591)

¥650(¥591)

¥650(¥591)

果実酒／FRUIT LIQUOR

宮城佐藤農場の梅酒黒糖

青森南部美人糖類無添加梅酒

山形楯野川酒造子宝山ぶどう

山形楯野川酒造子宝山形もも・さくらんぼ

宮城超濃厚ジャージーヨーグルト酒

¥650(¥591)

¥650(¥591)

¥800(¥728)

¥800(¥728)

¥850(¥773)

ソフトドリンク／SOFT DRINK

コカコーラ

ウィルキンソンジンジャーエール (辛口 or 甘口)

オレンジ

グレープフルーツ

奥会津金山炭酸水 330ml

¥550(¥500)

¥550(¥500)

¥550(¥500)

¥550(¥500)

¥700(¥637)

奥会津金山天然水 330ml

烏龍茶

緑茶

ドリップコーヒー

紅茶 (ポット提供 )

¥700(¥637)

¥500(¥455)

¥500(¥455)

¥550(¥500)

¥550(¥500)

ウイスキー／WHISKY焼酎／SHOCHU

果実酒・ウィスキー・焼酎はお好みの飲み方をお選び下さい。

ロックorソーダ or 水割り

¥650(¥591)

¥1,200(¥1,091)

¥1,200(¥1,091)

¥1,500(¥1,364)

¥650(¥591)

¥650(¥591)

¥950(¥864)

¥1,200(¥1,091)

大隅 (麦)

黒丸 <黒> (焼き芋)

青森乙30°田酒本格焼酎 (米)

新潟八海山風媒花オーク樽 (米)

サントリー角

宮城峡

白州

響



東北の日本酒／SAKE

1合 / 2合 / ボトル

¥1,000(¥909) / ¥1,950(¥1,773) / ¥3,800(¥3,455)

¥1,150(¥1,046) / ¥2,250(¥2,046) / ¥4,400(¥4,000)

¥1,400(¥1,273) / ¥2,750(¥2,500) / ¥5,400(¥4,909)

〈宮城〉

1 蔵王 Kシリーズ純米

2 橘屋特別純米雄町

3 乾坤一冬華純米吟醸

¥900(¥819) / ¥1,750(¥1,591) / ¥3,400(¥3,091)

¥950(¥864) / ¥1,850(¥1,682) / ¥3,600(¥3,273)

¥1,150(¥1,046) / ¥2,250(¥2,046) / ¥4,400(¥4,000)

〈秋田〉

4 鳥海山伝口切辛超辛口純米酒

5 角衛門純米 80

6 うまからまんさく特別純米

¥1,250(¥1,137) / ¥2,450(¥2,228) / ¥4,800(¥4,364)

¥1,500(¥1,364) / ¥2,950(¥2,682) / ¥5,800(¥5,273)

〈山形〉

7 出羽桜桜花吟醸

8 雅山流葉月

¥1,400(¥1,273) / ¥2,750(¥2,500) / ¥5,400(¥4,909)

〈青森〉

9 陸奥八仙 ISARIBI 特別純米

¥1,250(¥1,137) / ¥2,450(¥2,228) / ¥4,800(¥4,364)

〈岩手〉

10 よえもん特別純米無濾過生原酒

¥1,250(¥1,137) / ¥2,450(¥2,228) / ¥4,800(¥4,364)

〈福島〉

11 会州一特別純米夢の華

※（）内は税抜き価格です

おすすめ日本酒／SAKE Seasonal recommendations

1合 / 2合

¥1,050(¥955) / ¥2,050(¥1,864)

¥1,550(¥1,409) / ¥3,050(¥2,773)

〈京都〉

13 澤屋まつもと守破離山田錦

〈宮城〉

12 伯楽星特別純米

¥1,150(¥1,046) / ¥2,250(¥2,046)

〈岩手〉

14 AKABU純米新酒生

¥1,300(¥1,182) / ¥2,550(¥2,319)

〈福岡〉

15 田中六五火入れ



辛口

淡麗

濃醇

甘口

濃醇×辛口
（辛口どっしり）

濃醇×甘口

淡麗×辛口
（淡麗すっきり）

淡麗×甘口
（甘口すっきり）

日本酒の香味

日本酒テイスティングマップ

味が淡い

香りが低い

香りが高い

味が濃い

薫酒
香りの高いタイプ

【主に大吟醸酒系・吟醸酒系】

くんしゅ

熟酒
熟成タイプ

【主に長期熟成酒系・古酒系】

じゅくし
ゅ

爽酒
軽快でなめらかタイプ

【主に普通酒系・本醸造酒系・生酒系】

そうしゅ

醇酒
コクのあるタイプ

【主に純米酒系・生酛系】

じゅんしゅ

1

（甘口どっしり）

会州一特別純米夢の華

11

蔵王 Kシリーズ純米

2
橘屋特別純米
ひとめぼれ

乾坤一冬華

3

12

14

13

15

雅山流葉月

8

鳥海山伝口切辛
超辛口純米酒

4

角衛門純米80

5

陸奥八仙 ISARIBI 特別純米
9

よえもん特別純米無濾過
生原酒

10 7
出羽桜桜花吟醸

うまからまんさく
特別純米

6

Japanese sake is Japan’s national liquor. Japanese sake is brewed from rice grains. There are many kinds of Japanese sakes such as “Junmai-shu”, “Honjozou-
shu”, and “Ginjou-shu.” They have different brewing processes and different levels of rice polish. “Junmai” is sake made only with rice, koji and water.
“Honjozo" is sake made with a little added alcohol to enhance the aromas and lower body. “Ginjo" or “Daiginjo" is premium sake made with only the best part
of the rice. The outer layers have been removed. “Jizake” means Japanese sake brewed using locally grown rice grains and water from local sources.



〈スパークリング〉

高畠ワイナリー 嘉 yoshi スパークリング シャルドネ
山形／高畠／シャルドネ
高畠町シャルドネ使用。柑橘系や白い花のような華やかな香り、豊かなうまみをともなう酸を感じられるすっきり

とした味わいのスパークリングワイン。

¥2,500(¥2,273)mini Bottle
(200ml)

南三陸ワイナリーデラウェアスパークリング

宮城／南三陸／デラウェア
山形県産の爽やかな香りとしっかりとした酸味の完熟前のデラウェアと、柑橘系の香りと厚みのある完熟デラウェアの2種
のブドウをベースに瓶内二次発酵を行う。優しい泡と心地良い酸味が特長のワイン。

¥4,500(¥4,091)Bottle

¥700(¥637)

¥3,500(¥3,182)

Glass 
Bottle

〈白ワイン〉

ドメーヌ・デ・グラスエステートソーヴィニョン・ブラン

チリ／セントラルヴァレー／ソーヴィニョン・ブラン
清涼感溢れるシトラスやハーブの香り。フレッシュ感に溢れ、クリスピー。ライムのようなシトラスに、スッキリと伸

びやかな酸のある溌剌とした味わい。

¥4,000(¥3,637)Bottle南三陸ワイナリー デラウェア

宮城／南三陸／デラウェア
山形県産の早期収穫デラウェアと完熟デラウェアを別々に発酵。早期収穫デラウェアの青リンゴやレモンの香りと美味しい

酸味、完熟デラウェアの深い味わいをバランス良く配合した飲みごたえのあるワイン。

Bottle ¥12,000(¥10,909)登美の丘 甲州

山梨／甲府／甲州

穏やかな酸味、ほど良い渋味のあるふくよかな味わい。辛口ながら、遅摘みぶどうならではの凝縮した果実味が特
徴。

Bottle ¥12,000(¥10,909)マランド・シャブリ プルミエクリュ フルショーム

フランス／シャブリ／シャルドネ

フリント香（火打石の香り）、生き生きとした酸味と果実。15区画のブレンドによる絶妙のバランスを持つ心地よいシャブリ。

ワイン

チリ／セントラルヴァレー／カベルネ・ソーヴィニョンブラン
ブラックカラントやプラムの⾹りに、仄かにバニラ。ジューシーで程よいボディ。熟したブラックベリーやブラックカラ
ントの⿊系果実のよく熟した、同時に、凝縮度の⾼い果実味。繊細で丸みのあるタンニンがエレガントな印象。

宮城／南三陸／マスカット・ベーリーA
マスカット・ベーリーAの華やかなイチゴの香りと、ほのかなヨーグルト香、そしてフレッシュな優しい酸味とバラン
スの良い厚みの、口当たりの良いワイン。軽い肉料理や魚介類の煮込み料理などと相性が良い。

Bottle ¥12,000(¥10,909)登美の丘 赤

山梨／甲府／メルロー、プチ・ヴェルド、カベルネ・ソーヴィニョン、カベルネ・フラン
カシスなどを思わせる果実香と程よい樽香がバランスよく感じられる赤ワイン。口当たりはやわらかくやさしいタンニ

ンと酸味が心地よく残る。

Bottle ¥24,000(¥21,819)フィリップ・ナデフジュヴレ・シャンベルタン

フランス／ブルゴーニュ／ピノ・ノワール
1級畑クロ・サン・ジャックやカズティエなど銘醸畑が並ぶ北斜面にある「エヴォーセル」を中心に4つの区画の
ブドウを使用。平均樹齢は45年以上。ジュヴレらしい凝縮した果実味と、なめらかなタンニンが特徴の味わい。

〈⾚ワイン〉
ドメーヌ・デ・グラス エステート カベルネ・ソーヴィニョン Glass  ¥700(¥637)

Bottle ¥3,500(¥3,182)

南三陸ワイナリー マスカット・ベーリーA Bottle ¥4,500(¥4,091)

※（）内は税抜き価格です


