
TAX AND 10% SERVICE CHARGE WILL BE ADDED TO YOUR BILL. 

消費税と 10%のサービス料がお支払いに加えられます。 

B R E A K F A S T 

¥2,800

Gunma vegetables and deli salad with bread, soup and drink 

群馬野菜とデリサラダ / パン・スープ / ドリンク付き

Avocado toast with smoked salmon ricotta cheese, soup and drink 

スモークサーモンのアボカドトースト リコッタチーズ / スープ / ドリンク付き

Omelette, Joshu wheat-fed bacon&sausage with bread, salad, soup and drink 

オムレツ / 上州麦豚ベーコン&ソーセージ / パン・サラダ・スープ / ドリンク付き

Pot-au-feu with local sausage from Hüette HAYASHI with soup and drink 

ポトフ ヒュッテハヤシの骨付きソーセージ  / パン・サラダ /ドリンク付き

Japanese breakfast, Rice, miso soup, grilled fish, and small side dishes and drink 

和朝食 / ご飯・お味噌汁・焼き魚・小鉢 / ドリンク付き

D R I N K 

COFFEE 
コーヒー

AMERICANO | アメリカーノ

ESPRESSO | エスプレッソ

CAFÉ AU LAIT | カフェ  ラテ

CAPPUCCINO | カプチーノ

RONNEFELDT TEA SELECTION 
ロンネフェルト  ティー  セレクション

ENGLISH BREAKFAST | イングリッシュブレックファースト

EARL GREY | アールグレイ

SPRING DARJEELING | スプリング  ダージリン

REFRESHING MINT | リフレッシング  ミント

FRUITY CAMOMILE | フルーティーカモミール

AYURVEDA HERBS & GINGER 

アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー

JASMINE GOLD | ジャスミンゴールド



 

TAX AND 10% SERVICE CHARGE WILL BE ADDED TO YOUR BILL. 

消費税と 10%のサービス料がお⽀払いに加えられます。 

L U N C H  

 

SALAD LUNCH 
 

Gunma vegetable salad and homemade deli with bread and drink   ¥1,600 

群馬県産野菜と4種の自家製デリカテッセン  / パン  / ドリンク付き  

 

Seasonal fruits and mixed grain salad with bread and drink    ¥1,600 

旬のフルーツと雑穀のサラダ  / パン  / ドリンク付き   

 

SHIROIYA original salad with bread and drink     ¥1,900 

白井屋オリジナルサラダ  / パン  / ドリンク付き  

 

 

MAIN DISH LUNCH 
 
Sea bream poêlé with white wine sauce with bread or rice, salad and drink  ¥2,200 

真鯛のポワレ 白ワインソース  / パン又はライス・サラダ  / ドリンク付き   

 

Chef’s original ginger pork with stick broccoli with bread or rice, salad and drink ¥2,200 

福豚の生姜焼き スティックセニョール / パン又はライス・サラダ  / ドリンク付き  

 

Farm-fresh omelette rice with special demi-glace sauce with salad and drink   ¥2,200 

地鶏卵のオムライス 特製デミグラスソース  / サラダ  / ドリンク付き  

 

Big fried shrimp with tartar sauce & mashed potatoes with bread or rice, salad and drink  ¥2,300 

エビフライ オリジナルタルタルソース マッシュポテト / パン又はライス・サラダ/ ドリンク付き  
 

Local AKAGI beef steak & fritters with bread or rice, salad and drink   ¥2,700 

赤城牛のランプステーキ＆フリット  / パン又はライス・サラダ  / ドリンク付き  

 

Local AKAGI beef curry with , salad and drink              ¥2,500 

赤城牛のビーフカレー 赤ワイン風味  / サラダ  / ドリンク付き  

 

SHIROIYA HOTEL original beef curry & roast beef with salad and drink  ¥3,000 

白井屋ホテル  オリジナルローストビーフカレー  / サラダ  / ドリンク付き  

 

DESSERT (+¥800) 

 

Today's Fruit Tart / 本日のフルーツタルト  

VALRHONA cacao chocolate mousse tart / ヴァローナカカオ チョコレートムースのタルト  

Vanilla mousse tart / マダガスカルバニラのムースタルト  

Double layer cream cheese tart / 2層のクリームチーズのタルト  



 

TAX AND 10% SERVICE CHARGE WILL BE ADDED TO YOUR BILL. 

消費税と 10%のサービス料がお⽀払いに加えられます。 

 
D R I N K 

 
 

COFFEE  AMERICANO / アメリカーノ       
 

ESPRESSO / エスプレッソ       
 

CAFÉ AU LAIT / カフェ  ラテ       
 

CAPPUCCINO / カプチーノ       
 
 
RONNEFELDT TEA SELECTION / ロンネフェルト  ティー  セレクション  
1823年に設立したドイツの歴史ある紅茶メーカー 
 

ENGLISH BREAKFAST / イングリッシュブレックファスト   
英国で最も一般的なティー 

 
EARL GREY / アールグレイ      
ダージリンにベルガモットの香りをブレンド 

 
SPRING DARJEELING / スプリングダージリン    
春の時期に収穫した若々しいフレッシュなティー 

 
REFRESHING MINT  / リフレッシングミント    
爽快感のあるミントとレモングラスのブレンド 

 
FRUITY CAMOMILE  / フルーティーカモミール    
りんごの様な甘くてやさしい香り 

 
AYURVEDA HERBS & GINGER / アーユルヴェーダ  ハーブ＆ジンジャー  
生姜、アニス、フェンネル、レモングラスをブレンド 

 
JASMINE GOLD /  ジャスミンゴールド     
リラックス効果の高い柔らかいジャスミンの高貴な香り 

 

OTHERS  SHIROIYA ORIGINAL COLA / 白井屋オリジナル  コーラ    
数種類のスパイスを配合し、白井屋でしか味わえないクラフトコーラ 

 
HOMEMADE LEMONADE / 自家製レモネード    
フレッシュなレモンを自家製のシロップで漬け込みスッキリとした味わい 

 
 
ALCOHOL BEER PILSNER / ビール  ピルスナー         (+￥500）
  世界で飲まれるビールの実に7割を占める種類。馴染みやすい味わい   
 

GLASS WINE WHITE or RED / グラスワイン  白または赤   (+￥500）  
 
GLASS CHAMPAGNE / グラスシャンパン    (+￥800）  
 



 

TAX AND 10% SERVICE CHARGE WILL BE ADDED TO YOUR BILL. 

消費税と 10%のサービス料がお支払いに加えられます。 

 

TART SET 
15:00-17:00 (16:30 LO) 

お好きなタルト 1品 / ドリンク付き 
¥1 ,500 

 

SEASONAL TART 

季節のタルト 

 

TART VANILLE 

タルトバニーユ 

 

TART DOUBLE FROMAGE 

タルトドゥーブルフロマージュ 

 

VALRHONA CACAO TART Mousse Chocolate 

ヴァローナカカオタルト ムースショコラ 
 

 



 

TAX AND 10% SERVICE CHARGE WILL BE ADDED TO YOUR BILL. 

消費税と 10%のサービス料がお⽀払いに加えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 F O O D  M E N U  
 

  SHIROIYA the LOUNGE
 



 

TAX AND 10% SERVICE CHARGE WILL BE ADDED TO YOUR BILL. 

消費税と 10%のサービス料がお⽀払いに加えられます。 

Á  L A  C A R T E
 

LIGHT MEALS 
 
Local miso cake salé with SHIMONITA NEGI (leek) sauce    ¥400 

十石味噌のケークサレ 下仁田ネギのソース  

 

Tarte flambée with Joshu grain-fed pork bacon & onion    ¥500 

上州麦豚ベーコンと玉ねぎのタルトフランベ  

 

Today’s quiche        ¥650 

本日のキッシュ  

 

Hot dog with local sausage from Hüette HAYASHI     ¥700 

ホットドッグ  ヒュッテハヤシのソーセージ  

 

Farm-fresh omelette, sauteed foie gras & simmered local AKAGI beef with ginger ¥800 

地鶏卵のオムレツ  フォアグラ  牛しぐれ  

 
APPETIZERS 

 
Smoked salmon with fresh dill      ¥1,000 

スモークサーモン  ディル風味  

 

Local AKAGI chicken pâté de campagne     ¥1,000 

赤城鶏のパテ・ド・カンパーニュ  

 

Gunma vegetable salad and homemade deli      ¥1,200 

群馬県産野菜と4種の自家製デリカテッセン  

 

Green salad with prosciutto and salami      ¥1,200 

生ハムとサラミのサラダ  

 

Seasonal fruits and mixed grain salad       ¥1,200 

旬のフルーツと雑穀のサラダ  

 

SHIROIYA original salad       ¥1,500 

白井屋オリジナルサラダ  

 

Assorted charcuterie        ¥1,800 

シャルキュトリーの盛り合わせ  

 

Assorted sausage & homemade bacon       ¥1,800 

ソーセージと自家製ベーコンの盛り合わせ  

 

 

 



 

TAX AND 10% SERVICE CHARGE WILL BE ADDED TO YOUR BILL. 

消費税と 10%のサービス料がお⽀払いに加えられます。 

Á  L A  C A R T E
 

MAIN DISHES 
 
Sea bream poêlé with white wine sauce      ¥1,700 

真鯛のポワレ 白ワインソース  

 

Chef’s original ginger pork with stick broccoli     ¥1,700 

福豚の生姜焼き スティックセニョール  

 

Farm-fresh omelette rice with special demi-glace sauce    ¥1,700 

地鶏卵のオムライス 特製デミグラスソース  

 

Pot-au-feu with local sausage from Hüette HAYASHI    ¥1,800 

ポトフ ヒュッテハヤシの骨付きソーセージ  

 

Big fried shrimp with tartar sauce & mashed potatoes    ¥1,800 

エビフライ オリジナルタルタルソース マッシュポテト  

 

Local AKAGI beef hamburg steak      ¥2,000 

赤城牛 100％  自家製ハンバーグステーキ  

 

Grilled conger eel, sauted foie gras & boiled egg plant with sansho pepper flavor  ¥2,000 

アナゴのグリル フォアグラ 茄子の煮びたし 山椒  

 

Local AKAGI beef steak & fritters      ¥2,200 

赤城牛のランプステーキ＆フリット  

 

Local AKAGI beef curry        ¥1,800 

赤城牛のビーフカレー 赤ワイン風味  

 

SHIROIYA HOTEL original beef curry & roast beef    ¥2,500 

白井屋ホテル  オリジナルローストビーフカレー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Rice or bread can be ordered for all dishes for +¥100 

※全てのお料理に＋¥100でライスまたはパンをお付けできます  

 

 



 

TAX AND 10% SERVICE CHARGE WILL BE ADDED TO YOUR BILL. 

消費税と 10%のサービス料がお支払いに加えられます。 

D E S S E R T  
 

TART
 
SEASONAL TART         ¥900 

季節のタルト  

 

TART VANILLE        ¥800 

タルトバニーユ  

 

TART DOUBLE FROMAGE       ¥800 

タルトドゥーブルフロマージュ  

 

VALRHONA CACAO TART Mousse Chocolate     ¥850 

ヴァローナカカオタルト  ムースショコラ  

 

 

 

PANCAKES 
 

Chef’s original pancakes with AKUZAWA Farm eggs    ¥1,400 

アクザワファームの濃厚たまごパンケーキ  

 

Chef’s original pancakes with local strawberry YAYOIHIME    ¥1,800 

特選群馬県産「やよいひめ」の自家製パンケーキ  

 

※These dishes are served between 15:00 to 17:00 only . 

※こちらのメニューは 15:00～ 17:00の限定メニューです  

※Please allow us about 20 minutes to serve you these dishes. 

※オーダーを頂いてから20分ほどお時間をいただきます  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

DINNER MENU 
 
 

Local miso cake sale with SHIMONITA NEGI (leek) sauc e 

十石味噌のケークサレ  下仁田ネギのソース 
 

SHIROIYA original salad 

白井屋オリジナルサラダ 
 

Sea bream Acqua pazza 

真鯛のアクアパッツァ風 
 

Local AKAGI beef steak  

赤城牛のランプステーキ 
 

Beef curry 

〆のビーフカレー 
 

Granita 

お口直しのグラニテ 
 

Today’s Tart 

本日のタルト 

 

¥6,000(税・サービス料別) 




