
 

 
レストラン 

海 席 
（かいせき） 

        
 

営業時間 11:00～21:00 
お食事のオーダーは 11:30～20:30 

（料金は全品税込みです） 



 

おすすめ 御膳         海席 
贅沢に天草の旬を楽しむ ～おすすめ御膳～ 

 天草の旬を満喫！

海席御膳  2,930 円 

 

天草ならでは 魚介尽くし 

・お造り ５種 ・海老＆魚フライ 

・煮魚 ・茶碗蒸し ・サラダ 
・小鉢 ・御飯 ・味噌汁 

 
 お造りと海老＆魚フライ！

お造り御膳 2,290 円 

 

欲張り御膳 あれもこれも食べて 

・お造り ５種 ・海老＆魚フライ 

・茶碗蒸し ・サラダ ・小鉢 

・御飯 ・味噌汁 

海鮮丼と海老＆魚フライ！ 

海鮮丼御膳  2,290 円 

 

海鮮丼好きも大満足！海老ﾌﾗｲ付 
・海鮮丼 ・海老＆魚フライ 

・茶碗蒸し ・サラダ  ・小鉢 

・味噌汁 

 

・仕入の都合により、魚の種類や小鉢の内容を決めております。 

 詳しくは御注文の際、スタッフから説明させていただきます。 

 
・お食事の方に限り、コーヒー +150 円で承ります。 
 



 

海席          おすすめ 御膳 
贅沢に天草の旬を楽しむ ～おすすめ御膳～ 

 秘伝の胡麻だれ丼と海老ﾌﾗｲ！
海鮮胡麻だれ丼御膳  1,510 円 

 

人気の胡麻だれ丼を海老ﾌﾗｲ付の御膳で 
・海鮮胡麻だれ丼 ・ 海老＆魚フライ 

・サラダ ・小鉢 ・味噌汁 

 海老＆魚のフライとお造り！
海老と魚のフライ盛り御膳 1,510 円 

 

天草の旬をフライとお造りで 
・旬の魚介フライ 1種 ・海老＆魚フライ 

・お造り ３種 ・サラダ ・小鉢 

・御飯 ・味噌汁 

天丼とお造り！ 
海老と旬野菜の天丼御膳  1,410 円 

 

海老天丼好きにはたまらない お造り付御膳 

・海老と旬野菜の天丼 ・お造り ３種 

・サラダ ・小鉢 ・味噌汁 

鶏南蛮とお造り！ 

鶏南蛮御膳    1,410 円 

 

人気の鶏南蛮をお造り付の御膳で 
・鶏南蛮 ・お造り ３種 

・サラダ ・小鉢 ・御飯 ・味噌汁 

・仕入の都合により、魚の種類や小鉢の内容を決めております。 

 詳しくは御注文の際、スタッフから説明させていただきます。 

・お食事の方に限り、コーヒー +150 円で承ります。 



 

定番のお食事や創作薬膳 ～定食メニュー～ 

海席           定食メニュー 

定食メニュー          海席 
 魚自慢！

お造り定食        1,810 円 

 

旬のお造り ５種盛り 天草の磯の味 
茶碗蒸し・サラダ・小鉢・味噌汁・御飯 

 海鮮三昧！

天草海鮮丼定食     1,810 円 

 

天草の海の幸をたっぷりと丼で 
茶碗蒸し・サラダ・小鉢・味噌汁 

鮪のすき身を丼に～ 

鮪のネギトロ丼      900 円 

 

 

サラダ・小鉢・味噌汁 

 熊本名物  赤牛を食材に～
 
赤牛 玉とじ丼    1,200 円 

 
サラダ・小鉢・味噌汁 

 

 天草といえば！

貝汁定食         1,300 円 

 

天草の定番 浅利たっぷり お造り（２種）付 

サラダ・小鉢・御飯 

女性に人気！ 
とろとろ温泉豆腐定食    1,200  円

 

高たんぱく低カロリー お造り（２種）付 

サラダ・小鉢・味噌汁・御飯 



 

定番のお食事や創作薬膳 ～定食メニュー～ 
 旬の天ぷら！

海老と旬野菜の天丼定食   １，０００

円 

 

海老と旬の野菜を天丼で 

サラダ・味噌汁 

 食べ応え抜群！

鶏南蛮定食       １，０００

円 

 

鶏唐揚げを特製南蛮だれに絡めました 

サラダ・小鉢・味噌汁・御飯 

 秘伝の胡麻だれ！
海鮮胡麻だれ丼定食  1,100 円 

 

新鮮な魚介を特製胡麻だれで 
サラダ・味噌汁 

 フライは海鮮！
海老と魚のフライ盛り定食   990 円 

 

海の恵みをサクサクのﾌﾗｲにしました 

サラダ・小鉢・味噌汁・御飯 

 色々な味覚をお楽しみください！
 タラソ膳         1,410 円 

 

旬の魚と野菜の膳  

・お造り 2種 ・旬の野菜の天ぷら 

・芋饅頭餡かけ ・魚柚庵焼き ・茶碗蒸し 

・味噌汁 ・御飯 
 

・お食事の方に限り、コーヒー +150 円で承ります。 

 

丼・カレー           海席 



 

手軽、美味しい ～丼・カレー～ 
 お肉の好きな方へ  

豚みそ焼肉膳     １，０００

円 

 

 

サラダ･小鉢・味噌汁  

 海席流！かつ丼！

豚カツ温玉丼     １，００

０円 

 

豚カツに温泉卵をのせて 

サラダ・味噌汁 

 海席の味！

オリジナルカレー    660 円 

 

旨味たっぷりのカレー 

サラダ 

 海席流！カレー！

温玉カレー       710 円 

 

カレーに温泉卵をそえて 
サラダ 

 欲張りカレー！

海老フライカレー  １，００
０ 円 

海老フライ 3本を乗せて 

 サラダ

 

 満足・満腹なカレー！

カツカレー      1,200 円 

 

ガッツリとんかつ入カレー 
サラダ 

 



 

海席              麺類 
手軽に美味しい ～麺類～ 

 温かい！

わかめ うどん    440 円 

  

天草産若布入り 

温かい！ 

きつね うどん    440 円 

 

甘辛い薄アゲ入り 

 柔らか肉入り！

肉うどん       660 円 

 

柔らかい味付け肉の入ったうどん 

 カレー味！

カレーうどん        660 円 

 

ちょっぴり辛目のカレーうどん 

 海老天入り！

天ぷらうどん     690 円 

 

海老天２本入のうどん 

・お食事の方に限り、コーヒー +150 円で承ります。 
 

チャンポン麺            海席 



 

 野菜たっぷり九州の味！

チャンポン      820 円 

 

 

野菜がたっぷり入って食べ応え抜群 
 

 旬野菜と激辛を！

チゲチャンポン    900 円 

 
魚介風味の激辛 海鮮チャンポン 

 

お子様メニュー 
～お子様用～ 

 温かい！

お子様うどん（半玉）   280 円 

 

お子様食べきりサイズのうどん 

 いろいろ食べたいお子様に！

お子様ﾗﾝﾁ カレー   590 円 

 

・甘口カレー ・ミニバーグ ・海老ﾌﾗｲ 
・サラダ ・オレンジＪ 

いろいろ食べたいお子様に！ 

お子様ﾗﾝﾁ 唐揚げ  590 円 

 

・唐揚げ ・ウインﾅｰ ・ポテト 

・サラダ ・ごはん ・味噌汁 ・オレンジＪ 

 

サラダ・野菜          海席 



 

ごはん             海席 
 麺類と一緒に！

御飯(漬物)       180 円 

御飯セット(味噌汁・漬物) 310 円 

 玉子かけご飯(漬物    310 円 

  おにぎり 2個      310玉 

       

  

海席         おすすめの一品 

 新鮮野菜！

野菜サラダ      390 円 

 

新鮮な野菜をシンプルなサラダで 

 新鮮な魚と野菜！

カルパッチョ海鮮サラダ 590 円  
魚介も野菜も新鮮なカルパッチョ入りサラダ 
 

さっぱりレモン味でどうぞ～ 

ハム＆大根サラダ   560 円 

シャキシャキ大根を味わって 

 

      

 海老と旬野菜！

天ぷら盛り合せ    650 円 

 

天草の旬を天ぷらでご賞味ください  



 

旬のお造り 
 天草の旬をお造りで～

本日のお造り（3種）  690 円 

本日のお造り（5種） １，００
０円 

仕入の都合により魚の種類を決めております 

詳しくはスタッフにお尋ねください 

 

 海の幸！

あら炊き(鯛 or間八) 790 円 

 詳しくはスタッフにお尋ねください

 

 ぷりぷりのエビフライ！

海老ﾌﾗｲ盛り（５本）  790 円 

海老ﾌﾗｲ盛り（３本）  490 円 

 

タルタルソースで召し上がれ  

 ひんやり！ヘルシー！

冷奴         310 円 

ねぎ、しょうが、かつお節でさっぱりと 

 

 とろとろ！ヘルシー！

温泉豆腐       430 円 

スパ・タラソの定番メニュー 

 

おすすめの一品                 海席 



 

 
 おつまみ、おやつに！

ポテトフライ     360 円 

 

みんな大好き、揚げたてポテト 

 イチオシおつまみ！

きびなご唐揚げ    440 円 

 

海の幸をおつまみにしました 

とろーり！あつあつ！ 

チーズ薩摩揚げ    590 円 

 

ワインのおつまみにもおすすめ 

 熱々のタコカラ！

タコの唐揚げ      540 円 

 

ビールのおつまみに 

 熱々のトリカラ！

鶏の唐揚げ      600 円 

 

ガッツリ系のおつまみといえばコレ 

 

 

海席         おすすめの一品 
 おつまみ、おやつに！

黒枝豆        310 円 

 



 

おやつに ビｰﾙのおつまみに 

 お酒のおともに！

イカの柚子風味塩から   360 円 

 

焼酎、日本酒のおつまみに 

 

 癖になる味！

豚ホルモンの味噌煮込み 590 円 

 

ビーﾙ、焼酎、日本酒のおつまみに 

 おつまみといえばコレ！

ソーセージと枝豆      490 円 

 

おなじみのおつまみをコンビで 

 あさりたっぷり！

貝汁         590 円 

磯の香りの貝汁 

※浅利は砂抜きをしておりますが、まれに砂が入って 

いる場合がございます。ご了承ください。 

 

 


