
隠れ居酒屋 わにのへそ 

●営業日・営業時間  
 水曜日～日曜日 １7：００ ～ ２２：００ 
 
●定休日  
 月曜日・火曜日 
 
電話 090-4179-6662 
E-Mail info@waninoheso.com 
HomePage http://www.waninoheso.com 
Facebook https://facebook.com/oiso.waninoheso 
 
御予約承っております。 
8名様以上 おひとり様2.000円(1ドリンク付き）より 貸切ランチ承ります。 
ご要望に応じてお料理準備致します。 

わにのへその片隅で レストア済のラジオを販売しているお店 
「ティリーフ大磯」の商品も是非見ていってくださいね。 



一品料理・おつまみ 



手作り焼きおにぎり 1個                  250円 

わにの枕       （手作り出汁巻き玉子) 
何とも寝心地の良い枕のようにふわふわ 
   700円 

わにのはーと （手作り餃子）7個 
にんにくは、入っていません レモンをかけて
   600円 

わにのえさ （手作り唐揚げ） 
大好きな鶏のから揚げ 
大盛(7個）   950円  
ハーフ（３個）  520円 

定番メニュー 大好評手作りシリーズ 

わにのほっぺ  （手作りハムカツ） 
   620円 

わにのしっぽ （手作り湘南しらすピザ） 
カリッとしらす味で絶品 しっぽを捕まれた
                 1300円 

わにのでべそ（焼きおにぎり茶漬け）   
でべそマークの海苔がワンポイント 

  680円 

美穂ちゃんちのイカの一夜干し  
             1500円 

山もりテンコ盛り 
シーザーサラダ                1000円 



定番メニュー 大好評お手軽シリーズ 

塩辛    
   450円 

伊東直送 サバのみりん干し 
 

   700円  

お漬物（おまかせ）  
   450円 

皮つきポテトのフライドポテト 
   550円 

まかないチャーハン  
   550円 

野崎のコンビーフ一缶分 
   780円 

えびせんべい   
   450円 

枝豆    
   330円 

白飯    
   210円 



お飲み物 

生ビール 
瓶ビール 
網走ビール 
ノンアルコールビール 
じゃがいも焼酎 
さつまいも焼酎 
麦焼酎 
日本酒 
ウイスキー 
ワイン 
リキュール 
ソフトドリンク 
 



昭和の拘り 
キリンラガークラッシック 

中瓶 

580円 

お飲み物  ビールほか 

プレミアム生ビール 
熟撰（中タンブラー） 

650円 

ドライゼロ(ノンアルコールビール）  
（専用タンブラー） 

410円 
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監獄の黒 860円 

網走プレミアム 860円 
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桜桃の雫（チェリービア） 810円 



●焼酎（じゃがいも） 90ml  
 北海道 清里（樽）（北海道） 25°        480円 
          ボトル3,600円 
  → 北米産ホワイトオークの樽で熟成されたじゃがいも焼酎 焼酎なのにウイスキーみたい 
 
●焼酎（さつまいも） 90ml 
 赤霧島（鹿児島） 25°         500円 
             ボトル3,800円 
  → 幻の紫芋「ムラサキマサリ」が原料 限定販売。 
 
●焼酎（さつまいも） 90ml 
 紫「ゆかり」（種子島） 25°         450円 
 → 種子島だけで栽培されているサツマイモで、肝機能の働きを高めるアントシアニン 
    (天然ポリフェノール)の含有量が多いことから薬膳紫芋とよばれ、近年注目度の高い 
  種子島紫を使用 
 
●焼酎（麦） 90ml   
 豊永蔵 麦汁 （熊本） 25 °       510円   
  → 麦のかほりが口の中で広がり 幸せな感覚になれます。  
 
●焼酎（麦） 90ml   
 わにのへそ（鹿児島） 25 °      410円 
          ボトル3,100円   
  → 飲み口爽やかな麦です。 お求めやすい価格に致しました  
 
●焼酎（黒糖） 90ml   
 龍宮（奄美） 30 °       410円 
  → 奄美大島 伝統製法 本格黒糖焼酎 
 
●日本酒  
 丹沢山 純米 秀峰   瓶囲い    120ｃｃ    560円  
     一合    840円   
 → 足柄の酒米、丹沢山系の名水があわさって出来上がる１００％地元の酒 
 
 大洋盛 金乃穂    120ｃｃ    460円 
     一合    690円    
 → 冷やから燗までお好みに応じて、幅広くお楽しみいただけます。  
    

お飲み物  焼酎（じゃがいも・さつまいも・麦・黒糖） ・日本酒 



 
●ワイン（ボトル売り 日替わり） 
 リトルジェームスパスケットプレス(赤）フランス         3000円   
 リトルジェームスパスケットプレス(白）フランス         3000円 
 
●リキュール 
 緑茶ハイ      470円 
 レモンサワー     470円 
 鏡月（シークワサーロック）    470円 
 サントリー角ハイボール     470円 
 ウーロンハイ      470円 
 ジンジャーハイ     500円 
 柚子リキュールのソーダ割り    500円 
 氷セット ＊      500円 
 ＊（ウーロン茶・ミネラルウオーターからお選びください） 
 ポット湯      200円 
 
●ソフトドリンク  
 ウーロン茶      310円 
 コーラ      310円 
 ジンジャエール（辛口）     310円 
 山形代表 りんご     410円 
 山形代表 ぶどう     410円 
 山形代表 ラ・フランス     410円 
  
 

お飲み物  ワイン・リキュール・ソフトドリンク 
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