
焼物メニュー 2019.12.10

種類 メニュー 価格（税別）
牛　肉 和牛カルビ ¥950

ゲタ和牛カルビ ¥950
和牛ロース ¥1,100
黒毛牛ロース(US産) ¥850
和牛カイノミカルビ ¥1,400
上タン塩 ¥1,240
タン中(塩) ¥650
ねぎの上タン塩包み １包み¥520
タンモト厚切り ¥2,500
極上ロース角切り ¥3,600
はらみダイヤモンドカット ¥1,320
肩ロース柵切り(タレ) ¥2,000
肩ロース柵切り(塩) ¥2,000
特上カルビ ¥1,800
１０秒（炙り）上カルビ ¥1,650
肉厚ハラミ ¥900
塩ハラミ ¥900
梅ハラミ ¥900
てっちゃん ¥700
上ミノ ¥850
ハチノス ¥600
牛レバ－厚切り ¥700
得々ロース ¥650

豚　肉 豚カルビ ¥600
豚ロース ¥600
豚ホルモン ¥600
コブクロ ¥600
トントロ ¥600
豚ナンコツ ¥600

鶏肉・その他 鶏ナンコツ ¥550
鶏モモ ¥550
鶏モモ(塩) ¥600
イカ焼き ¥600
ラム(仔羊肩ロース芯) ¥600

ホイル焼き ホタテバター(２個) ¥500
ニンニク ¥450
アスパラバター ¥500

野菜焼 焼き野菜盛合せ ¥830
エリンギ ¥500
しいたけ ¥500
ししとう ¥300
長ネギ ¥300
なす ¥300
玉ねぎ ¥300
人参 ¥300
いも ¥300
ピーマン ¥300
かぼちゃ ¥300



食事メニュー

種類 メニュー 価格（税別）
ご飯類 半ライス ¥200

ライス ¥250
大盛りライス ¥300
石焼ビビンバ ¥850
ビビンバ ¥750
キムチチャーハン ¥750
カルビ丼 ¥1,200

クッパ類 ユッケジャンクッパ(辛) ¥745
テグタンクッパ(辛) ¥745
カルビクッパ(辛) ¥745
クッパ(鶏ガラ・塩) ¥650
コムタンクッパ(牛骨・塩・テール肉抜き) ¥650
コムタンクッパ(牛骨・塩・テール肉入り) ¥1,000
サムゲタン(30分程度かかります) ¥1,300
クッパハーフ 450 ¥450
クッパハーフ 550 ¥550
クッパハーフ 700 ¥700

スープ 野菜スープ ¥350
玉子スープ ¥350
わかめスープ ¥350
もやしスープ ¥350
テールスープ(テール肉なし) ¥400
テールスープ(テール入り) ¥800
カルビスープ ¥620
ユッケジャンスープ ¥620
テグタンスープ ¥620
スープハーフ 280 ¥280
スープハーフ 470 ¥470
スープハーフ 560 ¥560

麺類 ビビン麺(辛・そば粉入り・汁なし) ¥705
テグタン麺(辛・そば粉入り) ¥705
温麺(少辛・そば粉入り) ¥705
トンチミ冷麺(スッキリ・そば粉入り) ¥705
精香苑冷麺(和風・鶏ガラ醤油・そば粉入り) ¥705
盛岡冷麺(モチモチのコシ太麺・そば粉入り) ¥705
塩ラーメン(超シンプル) ¥600
（大）盛岡冷麺 ¥1,000
（半）盛岡冷麺 ¥505
（大）ビビン麺 ¥1,000
（半）ビビン麺 ¥505
（大）精香苑冷麺 ¥1,000
（半）精香苑冷麺 ¥505



一品・おつまみ・サラダ等メニュー

種類 メニュー 価格（税別）
サラダ類 サウザンサラダ ¥650

　ミニ ¥380
シーザーサラダ ¥650
　ミニ ¥380
ピリ辛チョレギサラダ ¥650
　ミニ ¥380
大根サラダ(梅風味) ¥550
　ミニ ¥340
塩ドレキャベツ ¥500
　ミニ ¥300
サンチュ ¥550
トマトスライス ¥300
キャベツおかわり ¥80
本わさび ¥250
もろきゅう ¥300
ドレッシング（サウザン、シーザー） 各¥80

キムチ キムチ盛り合わせ ¥705
白菜キムチ ¥300
オイキムチ ¥300
カクテキ ¥300

ナムル ナムル盛合せ ¥705
もやしナムル ¥300
ほうれん草ナムル ¥300
ゼンマイナムル ¥300

一品 トンソク ¥500
韓国のり ¥300
チャンヂャ ¥500
冷奴 ¥300
牛タンウィンナー(1本) ¥150
牛タンウィンナー(5本、お持ち帰り用) ¥700
ウインナー盛合せ(６本) ¥780

刺し・湯引き 和牛ユッケ(和風だし) ¥1,150
和牛ユッケ(コチュヂャン) ¥1,150
ミノ湯引き ¥850
コブクロ湯引き(辛味噌) ¥650
白センマイ刺し(湯せん) ¥650

チゲ スンドゥブ ¥1,200
納豆鍋 ¥950



ドリンクメニュー

種類 メニュー 価格（税別）
ビール 生・アサヒスーパードライ(中) ¥550

生ビール(小) ¥390
黒生・エビスプレミアムブラック ¥550
瓶・サッポロラガー ¥550
瓶・アサヒスーパードライ ¥550
瓶・キリン一番搾り ¥550
ノンアルコールビール ¥350

日本酒 男心（王紋）・冷 ¥740
無冠帝（菊水）・冷 ¥900
かねます（金升）・冷 ¥900
久保田・千寿　グラス ¥540
久保田・千寿　ボトル(720ml) ¥2,000

熱かん 王紋（2合） ¥600
王紋（1合） ¥300

梅酒 梅の詩（ブランデー） ¥450
景虎（日本酒） ¥560
かれん（日本酒） ¥560

マッコリ 韓さんの生マッコリ（1L） ¥1,500
焼酎 鏡月・ジンロ

　ボトル ¥1,700
　ロック・水割り・お湯割 ¥450
大ちゃん
　水割り・お湯割・炭酸 ¥400
赤兎馬
　ボトル ¥3,600
　ロック・水割り・お湯割 ¥600
紫の赤兎馬
　ボトル ¥3,500
　ロック・水割り・お湯割 ¥580
大魔王（芋）
　ボトル ¥3,600
　ロック・水割り・お湯割 ¥600
二階堂（麦）
　ボトル ¥2,700
　ロック・水割り・お湯割 ¥500
デカンタ
　ウーロン茶・緑茶・炭酸 ¥400
レモン ¥200
梅干し（５粒） ¥200



チューハイ ウーロンハイ
緑茶ハイ
コーヒーハイ
ジャスミンハイ
グレープフルーツジュース割
梅肉水割り 各
グレープフルーツサワー ¥430
梅肉サワー
ホンチョサワー
巨峰サワー
レモンサワー
カルピスサワー
ブルーベリーカルピスサワー
ライムサワー
メロンサワー ¥520
ゆず蜂蜜サワー ¥520

カクテル カシスソーダ
カシスウーロン
カシスオレンジ
ピーチウーロン
ファジーネーブル
ピーチミルク 各
ピチピチピーチ ¥500
ジントニック
バカルディモヒート
柚子蜂蜜モヒート
ピーチモヒート
カンパリソーダ
カンパリオレンジ
シャンディガフ
抹茶カルアミルク
カルアミルク



ウィスキー ＜角＞
　ハイボール　シングル ¥400
　ハイボール　ダブル ¥500
　ハイボール　トリプル ¥650
　メガハイボール　シングル ¥600
　メガハイボール　ダブル ¥800
　メガハイボール　トリプル ¥1,050
　ジンジャーハイボール　シングル ¥450
　ジンジャーハイボール　ダブル ¥550
　ジンジャーハイボール　トリプル ¥650
　コークハイボール　シングル ¥450
　コークハイボール　ダブル ¥550
　コークハイボール　トリプル ¥650
　水割り　シングル ¥350
　水割り　ダブル ¥500
　水割り　トリプル ¥650
　ロック　ダブル ¥500
　ボトル ¥3,600
＜山崎＞ノン・ヴィンテージ
　水割り　シングル ¥550
　水割り　ダブル ¥800
　水割り　トリプル ¥1,050
　ロック　ダブル ¥800
　山崎ハイボール　シングル ¥550
　山崎ハイボール　ダブル ¥800
　山崎ハイボール　トリプル ¥1,050
　ボトル ¥7,500

ソフトドリンク ウーロン茶
ジャスミン茶
生茶
トマトジュース
コーラ
カルピスジュース 各
カルピスソーダ ¥250
ブルーベリーカルピスソーダ
オレンジジュース
グレープフルーツジュース
巨峰ソーダ
ジンジャエール
ホンチョソーダ
ゆず蜂蜜ソーダ ¥350
メロンソーダ ¥300

暖かい飲み物 カフェアメリカーノ ¥270
カプチーノ ¥300
キャラメルマキアート ¥350
ざくろ茶 ¥300
しょうが茶 ¥300
なつめ茶 ¥300
ゆず茶（国産・下川蜂蜜） ¥450



ワイン

種類 メニュー 価格（税別）
ワイン 岩の原　ヘリテイジ ¥7,000

岩の原　深雪花 ¥3,500
岩の原　深雪花　グラス ¥680
ロミオキャンディ ¥2,000
フロンテラ ¥2,000
シャトーデトロワ ¥2,000
トリブマルベック ¥2,000
サンタ・ヘレナ（ハーフサイズ） ¥1,000
京の華なり（白） ¥3,000
京都青谷　梅ワイン ¥2,000
テグミ（デラウェア・スパークリング） ¥3,000
テグミ（ロゼ・スパークリング） ¥2,000

デザートメニュー

種類 メニュー 価格（税別）
アイス レモンシャーベット ¥360

オレンジシャーベット ¥390
りんごシャーベット ¥500
ドラゴンフルーツシャーベット ¥500
マンゴーシャーベット ¥500
白桃シャーベット ¥500
ココナッツシャーベット ¥360
生チョコアイス（３個） ¥210
生チョコ抹茶アイス（３個） ¥210
生チョコきな粉アイス（３個） ¥210
生チョコ黒ごまアイス（３個） ¥210
まるごと苺アイス（３個） ¥290
ひとくちマンゴーアイス（３個） ¥240
プチゆずシャーベット（３個） ¥210
プチアイスセット ¥500
バニラアイス ¥350
チョコアイス ¥350

お弁当メニュー

種類 メニュー 価格（税別）
お弁当 和牛カルビ弁当 ¥1,900

和牛ロース弁当 ¥2,400
和牛カイノミ弁当 ¥2,400
和牛インサイドカルビ弁当 ¥2,200
ミニサラダ ¥250
お茶（ペットボトル） ¥150


