
善光寺界隈の狭い路地に入り込んだその奥に
小さな灯りのともる小さなレストランがあります
名前は「西洋料理店もりたろう」
信州の食材に季節の彩りを添えておもてなしいたします
どうぞごゆっくりお過ごしください



set menu

信州特選ポークしょうが焼き 1490円

信州特選ポークチーズカツレツ 1680円

信州特選ポーク香草ステーキ 1490円
Pork steak (ginger＆garlic sauce)

肉の旨味とｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙがマッチした一番人気の品

Pork cutlet with cheese Curry with Pork cutlet

厚切りロースカツカレー

厚切りロース肉を特製味噌でからめた自慢の逸品 信州産福味鶏のジャンボカツにもっちりチーズ
Pork steak (japanese “miso”sauce)

1490円 ジャンボチーズチキンカツ信州特選ポーク味噌ステーキ 1490円

肉の旨味と野菜と自慢の特製タレが相性抜群

Jumbo chicken cutlet with cheese

Grand　menu

厚切りの信州特選ポークカツが乗った他では味わえない絶品カレー

1790円

Ginger - fried pork

厚切りカツレツの中からとろ～りたっぷりチーズ

お食事セット ＋450円(税込）

ライス or パン
スープ・サラダ
デザート

（税込）

（税込）

（税込） （税込）

（税込）

（税込）

サラダセット ＋250円(税込）

スープ・サラダ・デザート

単品の価格です

・コーヒー（ホット・アイス）
・紅茶（ホット・アイス）
・ジュース（りんご・オレンジ）
・ウーロン茶

からお選びください

ホットコーヒーのおかわりは100円（税込）

セットドリンク ＋100円(税込）



ハンバーグ・フィレカツ・自家製ソーセージ

1490円

人気のハンバーグ（200ｇ）にもっちりチーズ

1490円

チーズハンバーグステーキ 1680円

信州産豚肉と信州産牛肉の合挽を使用（200g）柔らかなオムレツと特製ビーフシチューのコラボ

国産牛をじっくり煮込んだオリジナルビーフシチュー

Hamburg steak

Hamburg steak with cheese

ハンバーグステーキ 1490円名物オムレツビーフ 1490円

1680円
Hamburg steak & Sousage & Pork fillet cutlet

ミックスグリル

ボリュームたっぷりの大人気メンチカツ(200ｇ)
Jumbo minced cutlet

大判メンチカツ

ガーリックビーフステーキ 1680円
Garlic beef steak

こだわりの豪州産エイジングビーフ（150g）

Omelet ＆ beef stew

Beef stew

特製ビーフシチュー
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

単品の価格です



set menu

1200円

1200円芳醇チーズピザ

海風土（シーフード）ピザ

マルゲリータ

1200円チカラ明太子ピザ

1200円絶品ナポリタン

かぼちゃとチーズのタリアテッレ 1200円

1000円

1200円信州みそときのこスパゲッティ

ガーリックオイルパスタ

Neapolitan rarity of seasonal vegetables

手打ちパスタと信州産卵のカルボナーラ

シェフおすすめオリジナル絶品ナポリタン

Original Spaghetti “Carbonara”

オイルを絡めて食べる、クセになるスパゲッティ

Spaghetti with “mentaiko”＆milk

1200円カルボナーラタリアテッレ

Spaghetti with “kinoko”

ピリ辛明太子ピザにお餅をトッピング

Spaghetti with garlic & oliveoil

スパゲッティカプレーゼ

1200円明太子と信州ミルクのスパゲッティ

信州中野産のきのこと信州味噌を使用

トマトとモッツァレラチーズのスパゲッティ 魚介をふんだんに使用したオリジナルピザ

Pizza with cheese

1200円

1200円

香り高い4種類のチーズを使用

Spaghetti with pumpkin ＆cheese

手打ちパスタを使用したチーズの香り高き逸品

Original Spaghetti “Caprese”

たっぷりの明太子と長野県産牛乳を使用

Pizza with seafood

信州名物野沢菜を使用したオリジナルスパゲッティ 大人気の定番ピザ

Spaghetti Pizza

Spaghetti with “nozawana”

Pizza with cheese

Margherita

野沢菜のスパゲッティ 1000円
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

サラダセット ＋250円

スープ
サラダ
デザート

（税込）

（税込）

単品の価格です

セットドリンク ＋100円(税込）

・コーヒー（ホット・アイス）
・紅茶（ホット・アイス）
・ジュース（りんご・オレンジ）
・ウーロン茶 からお選びください

ホットコーヒーのおかわりは100円（税込）

セットドリンク ＋100円(税込）



ご
西洋料理店もりたろうから、新メニュー”お箸で食べる洋食”のご提
案。信州産の食材にこだわり、素材を活かした優しい味わいに仕
上げました。健康に気を使われている方にも、 お召し上がり頂ける、
ヘルシーなメニューです。落ち着いた蔵造りの雰囲気の中で、お箸
で頂く洋食。 ゆったりとしたお食事の時間をお過ごしください。

洋食
はん

信州特選ポークフィレステーキ 信州特選ポークフィレカツ

信州福味鶏ハーブソテー 信州サーモンのマリネ

1590円

1390円 1590円

しっとりジューシーなフィレ肉を、自家製みそダレでゴルゴンゾーラとオリーブオイルの香り高いソースを添えて

ジューシーで柔らかな福味鶏を、ハーブの風味にマリネ 風味豊かな信州サーモンを、和風レモンソースで

Pork fillet cutletPork fillet steak

Herb gurilled Marined

1590円

ごはん、小鉢、みそ汁つき

（税込）

（税込）（税込）

（税込）

（税込）

ドリンクは、コーヒー（ホット・アイス）、紅茶（ホット・アイス）、

ジュース（りんご・オレンジ）、ウーロン茶 からお選びください

ホットコーヒーのおかわりは100円（税込）

デザートセット ＋200円 （税込）

日替わりデザート
ドリンク



マークのついているものは
原産地呼称認定ワインです

　　     エステート　ゴイチ・シャルドネ
　　                                         （白） 3500円

まろやかさと豊かな味わいが特徴。また、軽い渋みと優しい酸の飲みやすいワ
イン。■長野県産ワイン■　

モンテンプルチアーノ・
ダヴルッツォ（ミディアム） 3000円Wine 
イタリア産　バローネ・コルナッキヤ

長野県塩尻市で栽培収穫した上質のメルロー種を醸造後、貯蔵・熟成。メル
ローの持つ柔らかな味わい。

500円

カリフォルニア産　ドメ―ヌ・サンジョルジュ

しっかりしたコクのある味わい。

カベルネ・ソーヴィニヨン
（ミディアム） 3200円

バニラやト―スティーな香りに、シャルドネ種の果実香が調和し、複雑な香りを
醸し出しているコクのあるワイン。

　　     イヅツワイン　ピノ・ブラン
　　                              （白・辛口） 3200円

■グラスワイン■

　　    イヅツワイン　メルロー
　　                                        （赤） 3200円

赤ワイン 500円

白ワイン

長野県塩尻市で栽培収穫した良質のピノ・ブラン種を醸造。穏やかにバランス
良くまとまったボディが心地好い、優しく落ち着いた味わい。

3200円

長野県松本平産のブラッククイーンを樽で12カ月熟成。凝縮された果実味、適
度な渋みが特徴のバランスの良い赤ワイン。

　　    ミュゼ・ドゥ・ヴァン
　　    ブラッククイーン（赤）

ソーヴィニヨン・ブラン
（辛口） 3500円

■白ワイン■

酸味,コク,そしてさわやかな果実味が特徴。近年注目が集まる北信州 小布施の
新作赤ワインです。

ハーブの香りと溢れんばかりのトロピカルフルーツの香り。明快な味わいを鮮
やかに表現してくれるワイン。

ヴァン・ド・ターブル ド ナガノ
小布施（赤） 3800円

ニュージーランド産　ヴィラ・マリア

チリ産　エラスリス

エステート・シャルドネ
（辛口） 3000円 Shochu（焼酎）

モデッロ・デッレ・ヴェネツィエ
ビアンコ（辛口） 2800円 大麦本来の素朴で幅のある旨味やおだやかな香りで、スムーズなのどごし。大

麦の持つ旨味や香りが存分に楽しめる焼酎。

丸みのある新鮮な口当たりで、心地好い酸味、上質のボリューム、適度な重さと
コクのあるワイン。

おびの蔵から(麦） 600円イタリアン産　マージ

フランス産　ギガル 幻の焼酎と呼ばれており、まろやかな口当たりとキレのあるのどごし。初めて
焼酎を飲まれる方にもオススメ。

コート・デュ・ローヌ　ブラン   （辛口） 3500円
河童草子（芋）

900円洋ナシやグレープフルーツなどのフルーティーで優しい香り。口当たりも優しく
柔らかで、とてもバランス感のあるワイン。 伊佐美（芋）

黄麹蔵（芋）
南フランス産　ジャン・クロード・マス

新鮮で生き生きとした香りの高いワイン。スパイシーさの中に桃や白いバラを
感じ、ミネラル感も程良い複雑感のあるワイン。

600円
■赤ワイン■

南フランス産　ドメ―ヌ・アストラック 種子島唯一の蔵元。原料に種子島産の白さつまを使用し、白麹で醸造。柔らか
な芋の香りとすっきりとした辛味が特徴。

ピノ・ノワール（ミディアム）

700円

原料に焼き芋を使用。焼き芋の皮の香ばしさが感じられ、コクのある旨味と香
り、独特の口当たりの甘さが特徴。

南泉（芋） 700円

バランスのとれた酸味とほのかな渋みにより、ジューシーでリッチな味わい。非
常にエレガントな果実香とコクのある味わいが魅力的。 低温発酵させた後ゆっくりと蒸留し、さらに熟成させ醸した純米本格焼酎。き

めの細かいまろやかな風味、さわやかなのどごし。フランス産　ギガル

コート・デュ・ローヌ　ルージュ  （ミディア
ム）

メルロー（ミディアム） 3000円 仕込み水に、霧島山系の伏流水を使用。黄麹独特の香りと旨味を強調し酸味が
少なく、飲みやすい味と爽やかな後味。

チェリー系の香りは。メルロー種そのもので、口当たりはなめらか。まろやかな
渋みで柔らかい口当たり。

3500円

2800円
耶馬美人（米） 1000円

口当たりが良く、飲み飽きしない常に安定した品質を誇るワイン。ストロベリー
やラズベリーの香りとスパイシーな渋みのあるワイン。

フルーティーな香りとさらりとした口当たり、コクがありキレの良い上質な総か
め壺づくりの芋焼酎。

八千代伝（芋） 700円

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）



5,000円（税込）コース

4,000円（税込）コース

前菜２品　肉料理１品　ピザ　パスタ
２時間飲み放題つき

前菜1品　肉料理１品　ピザorパスタ
２時間飲み放題つき

黒霧島（芋）

黒麹仕込み由来のとろりとした甘味、キリッとした後味の良さ。香りに癖がない
ので非常に飲みやすい焼酎。

芋の風味を引き出すためにろ過機を用いず手作業で精製。非常に飲みやすく、
のどごしの良い焼酎。

黒石岳（芋） 600円

500円
500円

800円

500円

400円

泡盛らしさとほのかな甘さが魅力。

Awamori（泡盛）
450円

瑞泉 700円

280円

ウーロン茶

280円

やまかわ 700円

280円

口元に含むと古酒ならではの独特のまろやかな甘味が広がり、ロックでも飲み
やすい。

特別辛口に仕上げた水尾。地元でも人気があり、さっぱりとした味わいの中に
もほのかな香りがあり、冷で熱燗でも楽しめるお酒。

Sake（日本酒）
水尾　辛口

パーティーコース
★ご予算はご相談ください

500円

穏やかな香りと膨らみのある味わいの純米吟醸酒。飲み飽きせず、もう一杯飲
みたくなる魅力を持ったお酒。

渓流　朝しぼり 600円

日本酒の本来の旨味、甘味、酸味をバランス良く、最高の状態まで引き出した
通に人気のお酒。

280円

大信州　純米吟醸 700円

飲み放題は、生ビール（一番搾り）、日本酒（水尾）、焼酎
（黒霧島）、赤ワイン各種、白ワイン各種、各種サワー、ソフ
トドリンクなどご満足いただける内容でご用意させてい
ただいております。

Beer
生ビール（キリン一番搾り）

瓶ビール（キリン一番搾り中びん）

志賀高原ビール（Miyama Blonde）

Liqueur…
レモンサワー 400円

コーヒー（ホット・アイス）

紅茶（ホット・アイス）

グレープフルーツサワー

巨峰サワー

Soft drink
キリンゼロイチ（ﾉﾝｱﾙｺｰﾙﾋﾞｰﾙ）

オレンジジュース

りんごジュース

280円

400円

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）
（税込）

（税込）
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）



ポークフィレカツ 1200円

トマトスパゲティ 890円

きのことあさりの和風スパゲティ 890円

チーズチキンカツ 1200円

ポークカツカレー 1100円

Tomato spaghetti

Pork fillet cutlet

ハンバーグステーキ

メンチカツ

1100円

1100円
Minced meat cutlet

明太子スパゲティ 890円

Chiken cutle

Hamburg steak

Ginger-fried pork

Spaghetti with Mentaiko

Spaghetti with seafood and mushrooms

Grilled chicken

Curry with Pork cutlet

ポークしょうが焼き 1200円

福味鶏グリル 1100円

Weekday(11:00~14:00)

Lunch Menu
◆　ライスorパン・スープ・サラダ・デザート付き　◆

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

コーヒー（ホット・アイス）、紅茶（ホット・アイス）、

ジュース（りんご・オレンジ）、ウーロン茶 からお選びください

ホットコーヒーのおかわりは100円（税込）

セットドリンク ＋100円（税込）


