


しゃぶしゃぶ、すきやきを中心に

創作和食をご予算ご要望に合わせて

ご提供いたします。

厳選した食材を使用

牛肉は栃木県産の霧降高原牛、

又はとちぎ和牛。

豚肉はとちぎゆめポークを使用。

魚介類は長年の経験を積んだ

職人が市場より厳選したものだけを

使用しています。

無料送迎バス

宇都宮駅などから

無料送迎いたします。

お手軽な本格和食



収容人員
1階 24人、2階 150人、3階 180人までの

大宴会が可能。人数に合わせて区切って

使用できます。

全室個室
すべて個室で完全予約制なので、周りの

お客様に気兼ねなく楽しめます。

アクセス

東北自動車道 宇都宮インターより車で約15分

　　　　　　 上三川インターより車で約20分

大谷石資料館より車で約20分

駐車場完備
大型バス約 8台 駐車可能の大駐車場

旅行会社様からの豊富な送客経験
全国、そして世界中からのお客様の豊富な受け入れ経験があります。

ご要望、ご相談などございましたらお申し付けください。柔軟に対応いたします。



お 食 事

1,500円 (税別)

とちぎゆめポーク
　　しゃぶしゃぶ御膳 梅

・とちぎゆめポークしゃぶしゃぶ
・天ぷら ( 海老 / いか / まいたけ）
・銀カレイ照焼き
・海の幸の土佐酢ゼリーがけ
・ご飯　味噌汁　香の物

・とちぎゆめポークしゃぶしゃぶ
・天ぷら ( 海老 / いか / まいたけ）
・銀カレイ照焼き
・海の幸の土佐酢ゼリーがけ
・チキン南蛮
・わらびもち 黒蜜きなこ
・ご飯  味噌汁  香の物

当店おすすめ！

・とちぎゆめポークしゃぶしゃぶ
・天ぷら ( 海老 / いか / まいたけ）
・銀カレイ照焼き
・海の幸の土佐酢ゼリーがけ
・チキン南蛮
・里芋と海老の煮おろし
・わらびもち 黒蜜きなこ
・ご飯  味噌汁  香の物

2,000円 (税別)

とちぎゆめポーク
　　しゃぶしゃぶ御膳 竹

2,500円 (税別)

とちぎゆめポーク
　　しゃぶしゃぶ御膳 松



・とちぎゆめポークしゃぶしゃぶ
・宇都宮の餃子
・チキン南蛮
・銀カレイ照焼き
・海の幸の土佐酢ゼリーがけ
・ご飯  味噌汁  香の物

※料理内容は季節や市場の状況によって変わる場合がございます。

※これらのコース以外にもご予算ご要望に応じて調製いたします。

2,000円 (税別)
ぎょうざ 豚しゃぶ膳

・霧降高原牛のしゃぶしゃぶ
・天ぷら ( 海老 / いか / まいたけ）
・銀カレイ照焼き
・海の幸の土佐酢ゼリーがけ
・チキン南蛮
・わらびもち 黒蜜きなこ
・ご飯  味噌汁  香の物

3,500円 (税別)

霧降高原牛しゃぶしゃぶ膳

・霧降高原牛のすきやき
・天ぷら ( 海老 / いか / まいたけ）
・銀カレイ照焼き
・海の幸の土佐酢ゼリーがけ
・チキン南蛮
・わらびもち 黒蜜きなこ
・ご飯  味噌汁  香の物

3,500円 (税別)
霧降高原牛すきやき膳



ご 宴 会

・とちぎ夢ポークしゃぶしゃぶ
・刺身盛り合わせ
・天ぷら
・チキン南蛮
・銀カレイ照焼き
・わらびもち 黒蜜きなこ
・海の幸の土佐酢ゼリーがけ
・季節の炊き込みご飯

・牛しゃぶしゃぶ / すきやき
・天ぷら
・銀カレイ照焼き
・海の幸の土佐酢ゼリーがけ
・チキン南蛮
・わらびもち 黒蜜きなこ
・玉子のポテトサラダ
・さしみ盛り合わせ
・季節の炊き込みご飯

3,000円 (税別)
豚しゃぶしゃぶ会席膳

4,500円 (税別)
牛しゃぶしゃぶすきやき会席膳

※しゃぶしゃぶをすきやきに変更すると
すきやき会席膳になります。



4,500円 (税込)
大皿料理 特別価格

飲み放題付き ( レギュラーコース )

・刺身盛り合わせ

・彩りちらし寿司

・天ぷら盛り合わせ

・豚冷しゃぶ 
　　特製うまだれかけ

・フルーツ盛り合わせ

・白身魚の南蛮

・鶏もも肉の照焼き

・刺身舟盛り

・彩りちらし寿司

・天ぷら盛り合わせ

・豚冷しゃぶ 
　　特製うまだれかけ

・フルーツ盛り合わせ

・白身魚の南蛮

・鶏もも肉の照焼き

5,500円 (税込)
お刺身舟盛り付き大皿料理 特別価格

飲み放題付き ( レギュラーコース )

※飲み放題付きコースは、税金分がサービスとなる特別価格です。

※飲み放題付きコースは、税金分がサービスとなる特別価格です。

ご希望の場合は、コンパニオンを手配いたします。



インセンティブツアー
インセンティブツアーや、ビジネス接待向けの本格会席料理です。
ご予算に応じて 500 円刻みで対応いたします。

特選会席しゃぶしゃぶ / すきやき膳　

牛肉は「霧降高原牛」か「とちぎ和牛」になります。
同じコースで「とちぎ和牛」の場合、1000 円アップになります。

※料理内容は季節や市場の状況により変わる場合がございます。

10,000円 (税別) 霧降高原牛
11,000円 (税別) とちぎ和牛

特選会席しゃぶしゃぶ /
　　　　　　  　すきやき膳　

6,500円 (税別)霧降高原牛
7,500円 (税別)とちぎ和牛

お料理例

お料理例

・刺身盛り合わせ
・ソフトシェルクラブ唐揚げ 
　　　  ジャパニーズサワーソース
・帆立のタルタル 梅肉ソース
・牛しゃぶしゃぶ / すきやき
・蟹しんじょのお吸い物
・朴葉味噌焼き ( 鶏/茄子/えのき/しめじ/ねぎ )
・わらびもち 黒蜜きなこ
・日光湯葉と生うにの旨出汁ゼリーがけ
・にぎり寿司 ※にぎり寿司は 20 名様までの対応になります。
　　                   20 名様以上はちらし寿司になります。
・茶碗蒸し 蟹あんかけ



超高級プレミアムビーフ「とちぎ和牛」をしゃぶしゃぶとすきやきで

思う存分召し上がって頂けます。

「とちぎ和牛」は日本全国の品評会であの「神戸ビーフ」や「松坂牛」を

おしのけ日本一になったことが何度もある、まさに日本一そして世界一とも

言えるプレミアムビーフです。

超高級プレミアムビーフ 食べ放題！
All premium beef you can eat !

12 ,000円 (税別) /120minutes

・とちぎ和牛のしゃぶしゃぶ / すきやき 食べ放題

・天ぷら ( 海老 / いか / まいたけ）

・銀カレイ照焼き

・サーモンサラダ ( 梅ドレッシング )

・わらびもち 黒蜜きなこ

日本一、世界一の！



10 個から対応いたします。

◆ベジタリアン、ビーガンの方へ

動物性の食材を一切使用しない料理で
対応いたします。スープ、だし等にも
一切動物性のものは使用しません。

◆食材へのアレルギーをお持ちの方へ

エビやカニ、玉子等の食材アレルギーに
対応いたします。

お 弁 当

ベジタリアン・アレルギー対応

霧降高原牛すきやきがたっぷり入っています

2,000円 (税別)にしき弁当 松
鶏もも肉の照焼きと手作りおかず

1,500円 (税別)にしき弁当 竹

15品目の具だくさん弁当

1,000円 (税別)にしき弁当 梅
やわらかい鶏もも肉の照焼きがたっぷり

700円 (税別)とりめし弁当



飲み放題

よりこだわりを持った銘酒をご希望の方は予約制になります。

　事前にホームページにあるリストをご確認ください。

◆レギュラーコース

・瓶ビール
・焼　酎
・サワー
・日本酒

・ウイスキー
・ハイボール
・ソフトドリンク 等

・瓶ビール
・焼　酎
・サワー
・日本酒

・ウイスキー
・ハイボール
・ソフトドリンク

飲 み 物

東北自動車道、宇都宮インターより車で約 15 分、

大谷石資料館より約 20 分の距離です。

日光、足利フラワーパーク、又は茨城県や東北方面への旅行の途中でも

ご利用いただけます。

※当パンフレットの料理は参考写真です。市場の状況や季節により内容が変わる場合がございます。

アクセス

1,500円 (税別)/2時間
◆デラックスコース

・生ビール
・ワイン
・生冷酒
・梅酒 等

2,000円 (税別)/2時間

飲み放題はグループ全員が適用になります。



バスでご来店の際のおすすめコース

バスでご来店の場合、

店北側 ( 踏切側 )からお越しいただくと、

バスから店を左に見ることができるので

左に寄せてスムーズにお客様を

降ろすことができます。 

北側からお越しになる場合は、宇都宮インターを降りて宇都宮環状線を

南下、シェルのガソリンスタンドがある御幸ヶ原町交差点①を左折し、

3つ目の信号（クリーニング屋さんがある交差点②）を右折、

道なりに来て③本田輪業さんの交差点を右折し踏切を渡ってください。

（4号バイパスを北上してくる場合はこの①交差点を右折してください。） 

日本料理 にしき

①この御幸ヶ原町交差点を左折

②ここを右折 

③本田輪業さんを右折



大型バス複数台の駐車場のご案内

・東北自動車道 宇都宮インターより車で約15分
　　　　　　　上三川インターより車で約20分

・大谷石資料館より車で約20分

会 館 名

所 在 地

電話・FAX

定 休 日

収 容 人 員

手 数 料

日本料理 にしき

〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町 4359

028-673-2750

正月のみ ( 臨時休業あり )

1F 24 名 / 2F 150 名まで / 3F 180 名まで

お電話にてご確認ください。

本田輪業さん

日本料理 にしき写真
オクヤマさん

スーパー
オータニさん

第2駐車場

第1駐車場

第1臨時駐車場

大型バス用駐車場

店側に左に寄せて停車し、
お客様をおろしてください。

大型バス複数の場合、こちらの駐車場に

お越しいただき、一台ずつ順次店に送客して

いただくとスムーズに進行すると思います。

大型バス約8台程度 駐車可能。

店までの距離：約150m (徒歩約2分)

住所 宇都宮市下岡本町2002-7 でナビに

登録してください。
県会議員五月女よしひこさんの
看板があります。 

宇都宮インターを降りて環状線を南下し、

左側に御幸ケ原町のシェルのガソリン

スタンドがある交差点を左折し、ナビの

通りに道なりに来ていただくとこちらに

来ます。



日本全国はもとより、欧米、中国、台湾、ブラジルなど世界各国から

ご来店いただいております。

お客様の声



・丁寧な対応で利用しやすかったです。  [Ｈ旅行社様 ]

・初めての利用でしたが問題なくスムーズに進行しました。  [ Sツーリスト様 ]

・荒天のため少し遅れて終了時間が延びましたが気配り十分な対応をしていただきました。

　 [ 宇都宮市 /山﨑様 ]

・料理はおいしかったし、ボリュームもあった。他の日本料理店はきれいだけど

　とても量が少ない店が多い。  [ 長野県 /川島様 ]

・母の四十九日でお世話になりました。落ち着いて食事も出来ましたし、

　お部屋もきれいで無地終了する事ができました。ありがとうございました。 [ 無記名 ]

・料理がおいしかったです。茶わん蒸しもおいしかったです。

　これからも利用したいです。   [ 宇都宮市 ]

・素晴らしいディナーをありがとう。あなたは日本の素晴らしい料理と文化を

　あたえてくれました。  [ イギリス /ジョシュスタイルズ様 ]

・こんなに良いレストランを知れてとても良かったです。 

　ビーガンの食事も作ってくれてありがとうございました。  [ ブラジル/ジェシカ様 ] 

・居心地が良い、満腹！  [ 宇都宮市 /大竹 亮様 ]

・子供が大勢でお邪魔し、とてもうるさかったと思いますが、温かく受け入れて下さり

　ありがとうございました。  [ 宇都宮市 /海道クラブ様 ]

・とってもおいしかったです。サービスしてくれる女性も子供にも老人にもやさしくて

　Good です。  [ 木村様 ]
～ 他 多数



〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町4359

TEL・FAX 028-673-2750

http://ni-shi-ki.com

栃木県で育てられた和牛で最高の肉質のものに許される

ブランドが「とちぎ和牛」です。とちぎ和牛は血統の明確な

黒毛和種の子牛を指定農家が一頭一頭丹精込めて育てます。

全国規模の品評会で直近 6年間で最高位賞を 4回も受賞するなど

正に”日本一”の銘柄です。

◆栃木和牛

◆とちぎゆめポーク

◆栃乃プレミア

◆とちぎ霧降高原牛
品の良い味わいが自慢の国産牛。牛肉の品評会で最優秀賞を

連続受賞。とちぎ和牛に次ぐ栃木のブランド牛です。

指定農場と指定飼料にこだわって作りました。麦類を多く

配合した飼料により、オレイン酸を多く含んだ肉質です。

栃木産コシヒカリを選び抜いて作ったお米です。

「粒揃い」「食味値」「官能評価」の 3つの要素で 90 点以上の

プレミア米です。

ホームページもご覧ください

日本料理にしき


