
　 ウーロン 　 　 　とうほ うび じ ん

ジ ャ スミン テ ィー

バリスタ選りすぐりのスペシャルティコーヒーをご用意

お茶の世界へようこそ。

480

550

650

480

550

550

650

650

SIPHON COFFEE サイフォンコーヒー

季節のスペシャルティコーヒー
Seasonal Specialty Coffee 

ホットHOT
本日のホットコーヒー

カプチーノ

カフェラテ

オーツミルクカフェラテ

 

エスプレッソ＋ふわふわのフォームドミルク

エスプレッソ+きめ細かいフォームドミルク

Today’s Hot Coffee

Cappuccino　Espresso + Foamed Milk

Cafe Latte　Double Espresso  + Steamed Milk

日本茶GREEN TEA
500

500

薮北

香駿

Green tea “Yabukita”

Green tea “Koushun”

※別紙メニューをご覧ください Please see the separate menu　

※ ホット / アイス お選びください Please choose hot or iced.

アイスICED

COFFEE コーヒー

OCHA お茶

 Brown rice tea “Suruga”

Japanese black tea

500

520

その他OTHER

駿河玄米茶

和紅茶

一番茶を使用した贅沢なお茶。芳ばしい香りはお食事とも合います

岐阜県東白川村の茶師が手がけた国産紅茶。爽やかな渋みが特徴

紅茶BLACK TEA
500

500

ダージリン Darjeeling  tea  

アールグレイ Earl Grey tea 

インドの北東部ダージリン地方で栽培される紅茶

ベルガモットの香りをつけたフレーバーティー

日本茶の代表品種。シングルオリジン茶葉を用意しました

ハーブや桜のような美しい香り、清涼感のある風味

や ぶ き た

こうしゅん

500

500

中国茶CHINESE TEA

烏龍茶 東方美人

茉莉花茶

台湾茶四天王のひとつ。爽やかで蜜のように甘いのが特徴です

一度飲んだら忘れられない、
上質なジャスミンの香りをお楽しみください

 Oolong tea “Tohobijin”

Jasmine tea

す る が

 わ こ う ち ゃ

 Rich green tea latte

Roasted green tea latte

550

550

ミルクとお茶MILK & TEA
濃厚抹茶ラテ

ほうじ茶ラテ

ほろ苦い抹茶と和三盆の優しい甘さが口の中に広がります

ほうじ茶の香ばしさとミルクの甘さ。ほっとできる１杯です

　 　 　  ま っ ちゃ

500

500

ほうじ茶HOJICHA

焼き林檎ほうじ茶

雁が音ほうじ茶

Baked apple hojicha

Roasted green tea “Karigane”

　 　 　  り ん ご

 か り 　   ね

焼き林檎の甘くて香ばしい香りが特徴の女性人気No1のお茶です

茎部分を使ったお茶＝雁が音。葉の部分より甘さを感じられます

ハーブティーHERB TEA
500

500

500

リフレッシュティー  Refresh tea

カモミールティー Chamomile tea

ローズヒップティー Rose hip tea

レモングラス、レモンピール、ペパーミントをブレンドしたハーブティー

カモミール、レモングラス、ペパーミントをブレンドしたハーブティー

ハイビスカス、ローズヒップをブレンドしたハーブティー

OTHERS その他ドリンク

580

530

自家製クラフトコーラ

レモンスカッシュ

680林農園の無農薬カシスジュース 500
Homemade craft cola

Lemon squash

Pesticide-free cassis juice from Hayashi Farm

Grand Menu

UGUISU - Co�ee and Japanese Cuisine -

UGUISU
Co�ee and Japanese Cuisine -
since 2018

Precious time spent with special people. Memories 

over�owing with smiles. �ere is a magical power 

that binds such people and food together. �at 

which creates such value in your time is UGUISU.

Qlock Up creates various concepts and dining spaces 

based on the individual traits of each and every area, 

while keeping its focus on food and drinks. Our goal 

is not to create just a store or restaurant, but to 

create a warm atmosphere loved by all the locals and 

while bearing in mind the importance of everyday 

business, to provide a lifestyle personalized for eaach 

and every person living in the city.

Vol.

Lunch
&Cafe 08

※ 時間変動がある場合がございます。　ご了承ください

UGUISU うぐいす

BREAK FAST 6:30－L.O. 9:30
COFFEE BAR 11:00－17:00
LUNCH 11:00－L.O. 14:30
JAPANESE CUISINE 17:00－22:00

☎ 017-764-0898 

　青森市新町 1-11-16
　ダイワロイネットホテル青森 1F
　不定休　※BREAKFASTは年中無休

　   @uguisu_aomori　　  @Uguisu.aomori

11:00~17:00

Menu

エスプレッソショット追加

追 加ADD
+100

▼デリバリーの
　ご注文は
　こちらから

▼インスタグラム

青森県産りんごジュース
Apple juice ( local grown )

アイスオーツミルクカフェラテ
Iced oat milk cafe latte　Espresso+Oat milk

Oat milk cafe latte　Espresso+Oat milk

エスプレッソ+ミルク

アイスカフェラテ
Iced Cafe Latte　Espresso + Milk

本日のアイスコーヒー
Today’s Iced Coffee

550

650

エスプレッソ+トニック

エスプレッソトニック
Espresso Tonic　Espresso + Tonic Water 

フレーバーカフェラテ

エスプレッソ＋ミルク＋シロップ
Espresso + Milk + Syrup

Iced Flavor Cafe Latte (Hazelnut/Caramel)

ヘーゼルナッツ/キャラメル

※オーツミルクとは、オーツ麦から作られた植物性のミルクです。
　素材がもつ自然な甘みと濃厚でクリーミーな口当たりで、
　コーヒーとの相性も抜群です。

Espresso + Milk + Syrup

フレーバーカフェラテ

エスプレッソ＋スチームドミルク＋シロップ 
Flavor Cafe Latte (Hazelnut/Caramel)

ヘーゼルナッツ/キャラメル

青
森
で
見
つ
け
た

　
と
っ
て
お
き
の
場
所



 11:00 ~ L.O.14:30

UGUISU
LUNCH

＊価格は全て税込み表記です。　All listed prices are including tax.　＊ご注文内容によって、商品の提供が前後する場合がございます。

DRINK SET お得なドリンクセット

※お食事またはデザートメニューご注文のお客様限定

・ コーヒー(ホット/アイス)

・ カフェラテ(ホット/アイス)  

・ 緑茶(ホット/アイス)

・烏龍茶(アイス)

・ ハーブティー(アイス)

・ オレンジジュース

手づくりデザートDESSERT デザート

ま す ま っ ち ゃ

ま っ ち ゃ

+380

+430

+330

+330

+330

+330

升抹茶ティラミス

青森りんごの生ガトーショコラ

エスプレッソ アフォガード

抹茶アフォガード

青森りんごのアップルパイ

季節のタルト

Matcha Tiramisu

Fresh Aomori Apple Gâteau Chocolat

Espresso Affogato

Matcha Affogato

Aomori Apple Pie

Seasonal Tart

Coffee (hot/iced)

Cafe Latte (hot/iced)

Japanese Tea (hot/iced)

Oolong Tea (iced) 

Herb Tea (iced)  

Orange Juice

11:00~17:00
専属バリスタが淹れる
コーヒーと軽食でひと時を。
お飲み物のメニューは裏面をご覧ください

ブランチや軽食でコーヒーとともに。TOASTトースト

三ッ星製パン「角食パン」を
外はカリッと中はしっとり焼き上げました。

バターの塩味とあんこの甘みが絶妙な
王道の組み合わせ

程よく食感を残したアボカドペーストの上に、
砕いたピスタチオを。

350

450

630

うぐいすのバタートースト　

あんバタートースト

アボカドトースト

Buttered Toast

Sweet Red Bean Paste on Butter Toast

Avocado Toast

UGUISU御膳　UGUISU Gozen

1580

1680
1630
+100

料理人渾身の料理が一度に楽しめる特別な御膳。
天ぷら、お刺身、お肉料理と、それらの旨みをさらに活かす付け合わせでご堪能ください。

中はふっくら、外はサクサクに仕上げた人気の天ぷら

料理長が仕入れたその日の新鮮な魚のお刺身

柔らかく食べやすい牛さがり肉のステーキ

【 内 容 】
・海老とお野菜の天ぷら　Shrimp and Vegetable Tempura

・本日のお刺身３種　Today's sashimi

・牛さがり肉のカットステーキ　Cut steak with beef tenderloin

・ミニサラダ Mini salad　　・ご飯 Rice 

・味噌汁 Miso soup 　・お新香 Japanese pickles

極上ステーキ重 Beef steak box   

     ミニサラダ、ご飯、味噌汁、お新香付 限定10食

ランチ特別単品価格

1730

ドリンクセット

単　品

1910~

2060~

680

580

530

530

580

540~

ドリンクセット

温玉極上ステーキ重
　ネギだく極上ステーキ重

ご飯大盛り

DINNER MEAL 夜のお食事

夜は、牛肉を使った新感覚のひつまぶし ”にくまぶし”
とみちのく和牛サーロインを贅沢に使ったお重もご
用意しております。ぜひお試しください。

ディナータイムには ”にくまぶし”も！

ミニサラダ、味噌汁、お新香付

牛肉の中でも最も希少部位とされる最高に柔らかい
牛さがり肉をたっぷり使用し、時間をかけて
じっくりと煮詰めた自家製ダレで仕上げました。

数量限定

牛にくまぶし

DONBURI どんぶり

420

420

420

TOPPING トッピング

930
+250

鶏そば
　　　 　 ３種トッピング (味玉/のり/チャーシュー)

濃厚な鶏白湯スープをベースに、生クリーム、バターなどで鶏の旨みをさらに引き立たせています。
自家製のエシャロットオイルを加えて味変するのが通の食べ方。

・麺大盛り Large serving of Noodles

・味玉  Seasoned egg

・スライス玉ねぎ  Slice onions

・たっぷり刻みねぎ  Chopped green onion

・のり (6枚) Seaweed

・めんま Bamboo Shoots

･鶏チャーシュー増し (３枚)  Roasted chicken 

・豚チャーシュー(２枚) Roasted pork

・チャーシュー丼

・半熟卵の天ぷら丼

・甘辛豚バラ丼

・ライス Rice

・半ライス Half rice

・スープ Soup

120

110

50

100

100

110

220

320

Slow-cooked  chicken white broth soba

数 量限 定

大満足！！

Roasted pork and chicken on the rice

Egg tempura rice bowl

Pork belly on the rice

 120

80

100

930
+320

鶏そば
全部のせ (味玉/のり/スライス玉ねぎ/めんま/チャーシュー)
Slow-cooked  chicken white broth soba

まぜそば
Soupless noodle

半ライス & スープ付
Rice and Soup

コシのある太麺と胡麻の香る特製だれ
が食欲をそそります。後入れでご飯を入
れて2度美味しい混ぜごはんもおすすめ
です。

850

960
女性に
人気

人気の鶏そば

全部のせ


