
ハタの湯食堂メニュー①
群馬のブランド鶏

赤城鶏の柔らか唐揚げプレート

群馬で飼育されているブランド豚

やまと豚の甘辛生姜焼きプレート

厳しい衛生基準を徹底した飼育で国際的にも認められた日本を

代表するやまと豚を使用し、化学調味料無添加にこだわり

生生姜使用シンプルで飽きの来ない味に仕上げました。

980 円

980 円

サバみそ煮定食 720 円

低温熟成チルドポーク

とんかつ定食　　　1,200 円

鶏の密度を抑えた開放鶏舎、全期間抗生物質、合成抗菌剤フリー
主原料植物由来の飼料に有機酸である梅酢を加え鶏の健康維持と
徹底した衛生管理で大切に育てられた高級鶏肉使用。肉質は赤み
が強く、弾力性があり、旨味、コク、風味が特徴。鶏肉は高たん
ぱくだけでなく、眼精疲労に良いビタミン Aや代謝を高め美肌効
果のあるビタミン Bも豊富で消化吸収も良いためとてもヘルシー
です♪

柔らかく旨味の強い低温熟成チルドポークを使用した厚切りで

ジューシーなとんかつ、最近とんかつ屋さんに行ってない方へ

おすすめしたいメニューです。

よくしみ込んだ甘からのたれが食欲をそそる定番の
サバみそです。人気商品となっています。

あじフライ定食　　880 円

ふんわり大きめアジフライが

美味しい♪×2個

（ご飯・スープ・小鉢付）

（ご飯・スープ・小鉢付）

（ご飯・スープ・小鉢付）



定番マーボー丼！ 550 円

天丼　880 円

豚丼　750 円

ハタの湯食堂メニュー②

ふんわりカツ丼 やわらかソースカツ丼

880 円 820 円

お手頃の価格なのに本格派。国産ひき肉とねぎに絹

ごし豆腐、柔らかく濃い目の味付けになっています。

五種のきのこ丼 780 円

ささみと天丼のタレの
相性バッチリ！

プリプリのエビが自慢
甘辛タレが美味しい

上州麦豚使用！甘辛タレが
群馬の定番。ご飯がすすむ

おのがみ名物きのこ！
名物メニューを目指します

ささみ天丼　780 円　

（スープ・小鉢付）

（スープ・小鉢付） （スープ・小鉢付）

（スープ・小鉢付） （スープ・小鉢付）



舞茸素揚げが癖になる！
カレーライス 780 円
　　　　（スープ付き）

サラダうどん・
　　　　そば

紫蘇ポン酢ベースのさっぱりとした

サラダ風うどん　紫蘇の香りが癖になる

650 円

温そば　550 円 温うどん　550 円

ざるそば　550 円 ざるうどん　550 円

ピリ辛胡麻ダレ

冷やし中華
定番　冷やし中華 650 円

780 円

カレーうどん
　　　そば　

お手製ポテチをおつゆに浸して♪

夏季限定

680 円

③



揚げ出し豆腐
天ぷら盛り

野菜

海老と野菜
天ぷら盛り

ちょい飲み 3品セット

ビールと気まぐれおつまみ 3品♪

お得！

その他アルコール

単品サラダ

380 円

480 円

980 円

お任せラインナップになります。

生ビールジョッキ　　　550 円

こだわりレモンサワー  440 円

ウーロンハイ　　　　　440 円

ハイボール　          500 円

ノンアルコールビール　330 円

なすの

揚げびたし

唐揚げ単品

500 円

380 円

380 円

580 円

④

ハタの湯の無添加は化学調味料無添加のことを言います。化学調味料は消化器系への負

担だけではなく、神経系への影響が懸念されています。外食で疲労を感じることを少し

でも軽減したいという思いからメニューの開発をしています。メニュー選びの参考にし

て頂けたらと思います。

めちゃ

ポテトフライ

380 円



紅茶（アールグレイ・ダージリン）

●活性酸素を抑制- アンチエイジング、生活習
慣病予防
●リラックス・冷え性の改善 -
●脂肪燃焼
●風邪、インフルエンザ予防 ・口臭予防
●認知症予防
【アールグレイ】のどの痛み口内炎治癒の効能、
　心臓病の予防効果。悪玉コレステロール抑制
【ダージリン】疲労回復
【ストロベリー】ビタミンC

ルイボスティー

●美肌効果/老化防止
●ダイエット効果・むくみ、冷え防止
●不妊・妊活の手助け●ゴースト血管 毛細血管
を元気に！
●生理痛緩和●アトピー皮膚炎の減少
●花粉症などアレルギーの減少
●加齢臭の低下●ストレスの軽減（安眠効果）
●二日酔いの軽減

●ポリフェノール「アントシアニン」たっぷり
●血栓を溶解し血液をサラサラにする
●抗酸化力ありアンチエイジングやアレルギー改
善に効果的
●シアニジンが脂肪の吸収を抑え、脂肪を減らす
●更年期障害の緩和、骨粗鬆症の予防、乳がんの
予防、美肌　＆美白効果

黒豆茶
チャーガ茶（カバノアナタケ茶）

●ガンに効果あり、シベリア霊芝、漢方でも使用
●SOD（抗酸化物質）活性が非常に強い
●免疫力アップ●紫外線による活性酸素を除去
する
●末梢血管の血流アップ
●整腸作用が強い
抗酸化物質の含有量がアガリクスの20倍とも。
※効果は高いですが、味は・・・

あずき茶

●冷え性、血流改善。●免疫力アップ
●貧血の予防●サポニンによるダイエット効果
●コレステロールを下げる●むくみ改善
●肝機能の向上●せきや痰を抑える
●便秘予防。●疲労回復

・チャーガ茶
・黒豆茶
・あずき茶

・紅茶（ダージリン)(アールグレイ）
・ルイボスティー
・フルーツフレーバーティー
　（ストロベリー）

プレミアムティー　￥���-

食券購入後、カウンターでお茶のご希望を伝えてください。

ティーポッド

スタンダードティー　￥���

ホットドリンクメニュー
520㎖ (カップ２～３杯)

⑤



ウーロン茶 （アイス ・ ホット）

ジンジャーエール

炭酸水

ペプシコーラ

オレンジジュース
冷たいまろやか緑茶

メロンソーダ

Soft Drink
フロート各種 350 円

クリームソーダ
コーラフロート

ソフトドリンク 160 円

スペシャルドリンク 450 円

炭 ジンジャー
麻炭が　　　　　￥450
体内の老廃物を吸着＆排出

美容やダイエットサポート

チャコールクレンズ新習慣♡

スペシャルドリンク￥450-食券は
をお買い求めください。

MONIN 本格カシスソーダ
炭ジンジャーソーダ☆

チルアウト♪

アイスコーヒー

ソフトクリーム
＋

の食券をお買い求めの上の食券をお買い求めの上
カウンターにてオーダーして下さい。カウンターにてオーダーして下さい。

アイスコーヒーとソフトクリームアイスコーヒーとソフトクリーム

食券

食券

ここの
シャリ

シャリ
が

たまん
ない！

umasi!

のせソフトのせソフト

\150

\350

\500

=

フワフワ
　　かき氷♡
￥300

イチゴ ブルー
ハワイ

メロン

板氷だからからフワフワ
オールシーズン♪ パフェM(ミディアム)

ハタのスイーツ

560円税込み

⑥

たっぷり生乳ソフト
＋
ホイップクリーム
＋
チョコナッツグラノーラ
＋
ベリー
＋
チョコケーキ
＋
オーガニックジャム

たっぷり生乳ソフト
＋
ホイップクリーム
＋
チョコナッツグラノーラ
＋
ベリー
＋
チョコケーキ
＋
オーガニックジャム


