


⼩説家�堀⾠雄は、その作品の中で軽井沢を「美しい村」と呼びました。�
村⺠⾷堂は、この美しい村・軽井沢を訪れる⼈々をおいしくもてなす�
カジュアルダイニングです。



No.8 No.7

温泉卵 ￥100No.53
Soft-boiled�Egg

￥3,600

Nagano�Variety�Set�Menu

春の信州彩り御膳
￥3,500

□⽜すき鍋�

□⼭菜と海⽼の天ぷら

□信州サーモンのお刺⾝

□銀だらの蕗味噌焼き

□季節の⼩鉢

□ご飯、味噌汁

Special�Set�Mealsお⾷事

和⽜のよくばりひつまぶし
Grilled�Wagyu�Beef�served�on�Rice

□�和⽜3種（⽜たたき、しぐれ煮、胡⿇和え）

□�薬味（葉わさび、野沢菜の油炒め、⼤葉）

□�出汁���

□�味噌汁��

《ご⼀緒に温泉卵はいかがですか？》



Rice

ご飯 ￥250
Miso�soup

味噌汁 ￥200

Hamburg�Steak�simmered�in�Miso�Sauce�Set

熟成味噌の煮込みハンバーグ定⾷
￥1,730 (単品 ￥1,230)

Special�Made�Pork�loin�Cutlet�Set

特製ロースカツ定⾷
￥1,980 (単品 ￥1,530)

銀だらの⻄京焼き定⾷

￥1,850

Grilled�Sablefish�with�Miso�paste�set

Deep-fried�Chicken�Set

鶏の唐揚げ定⾷ (ネギソース添え)
￥1,590 (単品 ￥1,090)

定⾷のご飯は無料で⼩盛り(120g)、⼤盛り(250g)に
変更できます。スタッフまでお声がけください。
※普通盛り（200ｇ）

 (単品 ￥1,350)

味噌⼭賊焼き定⾷
￥1,730 

Deep-fried�Miso-flavored�Chicken�Set

(単品 ￥1,230)

Set�Meals定⾷

No.17

No.15

No.19

No.21

No.23

No.25 No.26



Kids�Curry�and�Rice

キッズカレー�������������������￥400
Kids�Udon�Noodles�

キッズうどん���(温/hot)�
      ���(冷/cold）
Kids�Corn�Soup

キッズコーンスープ���������￥200

No.6 No.44

No.47

No.49

�(No.50��Vanilla�/No.51��Runner�Beans�/No.52��Mixed)

温泉卵プリン�￥420

Desserts⽢味

Pudding

Soft-serve�Ice�Cream�

・バニラ������・花⾖�����・バニラ＆花⾖

ソフトクリーム�各￥380

キッズプレート ￥980
Kids�Meal�Set

唐揚げ、エビフライ、ミニハンバーグ、ポテト、�
サラダのプレートとミニカレーのセット�

Fried�Chcken, Fried�Shrimp,�Small�Hamburg Steak,��
Fried�Potato,�Salad,�Small�Curry�and�Rice

お⼦様メニュー Kids�Meals蕎⻨ Soba�Noodles

Wild�Vegetable,�Shrimp�Tempura�and�Cold�Soba

⼭菜と海⽼の天ぷらせいろ
￥1,950 

Cold�Soba�topped�with�Various�Condiments

春のぶっかけ蕎⻨  
￥1,680 

No.4
No.45

No.46

No.48

￥300
￥300

Cold�Soba�with�Wagyu�Beef�Gravy�Dipping�Sauce

和⽜と⼭菜の旨汁つけ蕎⻨
￥1,850 

No.5

Small�Beef�Bowl

和⽜しぐれ煮⼩丼
￥500 

No.27

※ご飯120gの⼩さな丼です。

胡⿇だれの重ねつゆ



⾺刺し
￥720

Horse�Sashimi

Char�Fish�Sashimi�salad

イワナのまぜまぜお造り
￥650

半熟たまごの味噌たまり漬け
￥190

Boiled�Egg�with�Miso�Paste

信州サーモンのお造り
￥1,200

Shinshu�Salmon�Sashimi

味噌たま�ポテトサラダ
￥560

Potato�Salad�

A�la�carte⼀品料理 冷菜 Cold�Dishes

シャキッとレタスのシーザーサラダ
￥980 

Watercress�and�Wagyu�with�grated�Mountain�Yam

和⽜切り落としとクレソンの⼭かけ�
￥620

No.28

No.29

No.31

No.32

No.35

No.34

No.33

�Caesar�Salad



A�la�carte⼀品料理 温菜 Hot�Dishes

ポテトフライ
￥400

Fried�Potatoes

Wild�Vegeetables�and�Pond�Smelt�Tempura�

⼭菜とワカサギの天ぷら盛り合わせ
￥1,400

ごろっとあらびきメンチカツ（1�ケ）
￥590

Minced�Beef�Cutlet�

Broccoli�topped�with�Shrimp�sauce

丸ごとブロッコリーの
海⽼あんかけ
￥1,380

Stewed�Chicken�Wings�and�Taro

鶏⼿⽻先と⾥芋の煮物
￥870

No.36

No.41

No.40

Specially�made�Croquette�Contains�Smoked�Cheese
�特製コロッケ スモークチーズ⼊り（１�ケ）

￥590

No.39

Beef�Tendon�Stew

特製⽜すじ煮込み
￥650

No.38

Deep-fried�Starch-coated�Gizzard

砂肝の唐揚げ
￥560

No.37

No.43

No.42





ドリンクメニュー
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純⽶⽣原酒���������上 ⽥  

純⽶原酒    ⼩布施

―
―
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―

⿊澤��������������     ����������������������   

信州⻲齢�� �        ������������

ソガペールエフィス����� � �

⽇本酒 Japanese�Sake�150ml

￥900

￥950

￥950

￥850

￥1,000

������  

秘密の限定酒とは...
「信州の地酒を盛り上げたい」という思いから、

信州を代表する数々の銘醸、勢いがある期待の若⼿蔵に依頼して、
数量限定で造っていただいた限定酒です。

�

☆オンザロックがおすすめ��

￥1,000 純⽶吟醸⽣原酒 下諏訪

￥1,100

※売り切れの場合がございます。��

御湖鶴��������������   � �����������������   

秘密の限定酒�� �       �����������

Kurosawa

Shinsyu�Kirei

Sogga�Père�et�Fils

Mikotsuru

Secret�Limited�Sake

Mimurosugi�����������������

Kachikoma���� ��������



Craft�Beerクラフトビール（⽣）

⽔曜⽇のネコ���������Suiyoubi�no�Neko�������￥1,050

クラフトザウルス� ��Craft�Saurus������������￥950

⼭の上ニューイ �Yamanoue�NEW'EE���� ￥950

よなよなエール�������YONAYONA�Ale����������￥900

Belgian�White�Ale���������Alc�5.0%�����������

American�Pale�Ale��������Alc�5.5%

Koshin�Noble�Hop�Ale���Alc�4.5%

American�Pale�Ale��������Alc�5.5%

＜Beer�Style＞

Shochu焼酎

こてさんね��������Kotesanne�������【芋/Sweet�Potato】����￥650

⻲の海����������Kame�no�Umi���� 【⻨/Barley】�� ����������￥650

佐久乃花������Saku�no�Hana�������【蕎⻨/Buckwheat】�����￥650

[�ストレート、ロック、⽔割り、お湯割り、ソーダ割り�]

全て⻑野県の蔵元のお酒です�



舞姫  あんず酒�����������������Maihime�������￥700

⼤信州 みぞれりんご梅酒���Daishinsyu����￥800

Apricot�wine

Grated�Apple�and�Plum�wine

Fruits�Wine果実酒 全て⻑野県の蔵元のお酒です�

[�ストレート、ロック、⽔割り、お湯割り、ソーダ割り�]

Whiskeyウィスキー

マルスウィスキー
����TWIN�ALPS���������￥700

[�ストレート、ロック、⽔割り、ソーダ割り]

りんごジャム�����������������Apple������￥700

ナガノパープルジャム���Grape� �￥750

ゆずジャム������������ ������Yuzu������￥700

Jam�Sourジャムサワー

ボトルワイン各種ご⽤意ございます。
スタッフにお尋ねください。

Natural�Wine⾃然派ワイン

グラス�(⾚/⽩)�����Glass������� ���￥900

ボトル��� ����������Bottle����������￥3,900�∼



コーラ

ジンジャーエール

ウーロン茶

ももジュース

りんごジュース

￥390

￥390

￥390

￥600

￥600

￥650

￥600

￥700

￥700

￥600

￥450

￥450

�

Cola

Ginger Ale

Oolong Tea

Peach Juice

Apple Juice

Grape Juice

Apple Squash

Ginger tea Sparkling

Elder flower Sparkling

Non-Alcoholic Beer

"Apple"Separate Tea

"Peach"Separate Tea

Non-alcoholicノンアルコール

ぶどうジュース

りんごスカッシュ

ジンジャーティースパークリング

エルダーフラワースパークリング

キリン零ICH

セパレートティー（りんご）

セパレートティー（もも）



グラスに注げば⽴ちのぼる、⻘りんごを思わせる⾹りとオレンジピー
ルの爽やかな⾹り。ほのかなハーブ感がフルーティさを引き⽴て、す
っきりとした飲み⼝がやさしく喉を潤してくれます。他のビールと⽐
べて苦みが少ないので、普段ビールを飲まない⽅にもおすすめ。

Belgian�White�Ale���������Alc�5.0% ¥1,050�(420ml)

軽井沢の気候やライフスタイルに合う理想のペールエールをイメー
ジ。グレープフルーツを思わせる鮮烈なホップ⾹とさわやかな苦
み。モルトの⽢味がバランス良く、上品でありながらも先進的な印
象を持つペールエールに仕上げています。

American�Pale�Ale��������Alc�5.5% ¥950�(330ml)

⻑野・⼭梨ルーツの国産ホップ、「信州早⽣」と「かいこがね」
を含む、6種類のホップを使⽤。新製法のエッセンシャルホッピ
ングから⽣まれた、甲信の⼭々を彷彿とさせる爽やかなノーブル
ホップ⾹が特⻑のクラフトビールです。

Koshin�Noble�Hop���������Alc�5.5%
�

¥950�(310ml)



クラフトビールの王道の味わいを追求した、アメリカンペールエー
ル。アロマホップ「カスケード」の柑橘類を思わせるフレッシュな
⾹りと、やさしいモルトの⽢みが特徴です。ビールが喉をとおった
あとも、⾹りが⼼地よくとどまりつづけるよう醸造しました。

American�Pale�Ale��������Alc�5.5% ¥900�(310ml)


