極上ミスジのネギ塩焼き

牛肉商のおススメ
新

■極上ミスジのネギ塩焼き

1,250 円（税込 1,375 円）

両面をさっと炙る程度の焼き加減で
ねぎダレをのせてお召し上がりください

新

■サーロインロースの焼すき
1,690 円（税込 1,859 円）

近江牛希少炙りユッケ

両面をさっと炙る程度の焼き加減で卵黄とタレを
たっぷり絡ませ、 すき焼き風にお召し上がりください

新

■近江牛希少炙りユッケ

1,450 円（税込 1,595 円）

軽く炙った近江牛希少部位のユッケ。 海苔の上に
少量のせてお召し上がりください。

■黒毛和牛ユッケ

940 円（税込 1,034 円）

■本日の
近江牛厚切りステーキカット
係の者にお尋ねください。
本日の厚切り出来る部位をお好みの厚さで
カット致します。 （時価）

サーロインロースの焼きすき

希少部位の数々

近江牛の希少部位売り
各種部位はその日によりご提供できない場合がございます。

■ザブトン

1,600 円（税込 1,760 円）

肩ロースの一部。 霜降りが綺麗で上品な味わい

■ミスジ

1,600 円（税込 1,760 円）

ウデの一部。 霜降りが綺麗でとろけるような肉質

■カイノミ

1,200 円（税込 1,320 円）

中バラの一部。 柔らかく赤身が強い。 タレ焼がオススメ

■ランプ

1,300 円（税込 1,430 円）

モモの一部。 味わい深い赤身肉、 霜降りは少ない

■イチボ

1,400 円（税込 1,540 円）

ランプの一部。 味わい深い赤身肉で適度な霜降り

■ヒウチ

1,400 円（税込 1,540 円）

モモの一部。 赤身と霜降りのバランスが良いモチっと食感

■カメノコ

1,200 円（税込 1,320 円）

マルの一部。 赤身の部位であっさり！レア焼がオススメ

■トンビ

1,200 円（税込 1,320 円）

ウデの一部。 赤身であっさり！肉の旨味がたっぷり

牛肉商ならではのサービス！
塩焼き ・ タレ焼きをお選び頂きます。 厚切り、 薄切りカットなどご相談下さい！

必ず食べておきたい焼肉部位
1,600 円（税込 1,760 円）
■黒毛和牛のハラミ
数量が少なく、 非常に人気の部位の為、 数量限定。

■黒毛和牛のタン塩

1,600 円（税込 1,760 円）

一頭から６００ｇ程度しか取れない超希少品の為、 数量限定。

■黒毛和牛のねぎタン塩
1,650 円（税込 1,815 円）
一頭から６００ｇ程度しか取れない超希少品の為、 数量限定。

UTAGE

宴

YAKINIKU

焼

＋飲み放題 ・ご予約人数分で承ります
90 分 1,650 円
6 名様より

・ 瓶ビール

120 分 2,200 円
・ラストオーダー 10 分前

・ チューハイ各種

・ 焼酎 （芋、 麦） ・ ソフトドリンク各種 ・ ハイボール

【贅沢焼肉コース】【王道焼肉コース】
◎新メニューが楽しめる！

・焼肉コースは 4 名様より承ります

・近江牛の握り寿司
・本日の一品
・キムチ盛り

・ 厚切りタン塩

◎厚切りタン塩
◎ミスジのネギ焼

・ ミスジネギ焼

・カルビ
・ホルモン
・ミノ
・ウインナー
・焼き野菜
・ご飯

5,192 円

・本日の一品
・キムチ盛り
・タン塩
・カルビ
・ホルモン
・ミノ
・かしわ
・ウインナー
・焼き野菜
・ご飯

3,630 円

NABE

鍋

・ ワイン （赤 ・ 白）

・ご予約は 2 名様より承ります

すき焼きコース
しゃぶしゃぶコース
・ 本日の一品
・近江牛の握り寿司
・ 野菜
・ 卵 （すき焼きのみ）

・ うどん
＊赤身モモ肉
又は

＊特選ロース

溶岩焼肉
営業時間
TEL

4,983 円
6,028 円

≪新メニュー！≫

ホルモン鍋コース
・ 本日の一品
・近江牛の握り寿司
・ 野菜
・ 和牛ホルモン

・ 中華麺

3,080 円
ご予約はご来店日の 3 日前まで承ります

とくしま

11:30 ～ 14:00
17:00 ～ 22:00(L.O21:00)

0748-74-2944
〒520-3248

（精肉）

営業時間 10：00 ～ 19：00
TEL
0748-74-0470

滋賀県湖南市菩提寺西 4-4-27 定休日 水曜日、木曜日

全て税込価格

漬飯
菜汁

■和牛ユッケ

940 円（税込 1,034 円）

サラダ
■グリーンサラダ

550 円（税込 605 円）

■グリーンサラダ （ハーフ）

360 円（税込 396 円）

ドレッシング （和風 ・ シーザー ・ チョレギ） からお選びください

■ざく切り塩だれキャベツ

270 円（税込 297 円）

■近江牛冷しゃぶサラダ仕立て 1,145 円（税込 1,260 円）

キムチ
■単品

白菜キムチ ・ きゅうりキムチ ・ 大根キムチ

■キムチ 3 種盛り合わせ

各 380 円（税込 418 円）

■近江牛ロース肉
炙り寿司

（3 貫）

1,650 円（税込 1,815 円）

620 円（税込 682 円）

野菜
■肉巻き用サニーレタス

400 円（税込 440 円）

■焼き野菜盛り合わせ

550 円（税込 605 円）

スープ
■和風スープ

（たまご 又は わかめ）

ごはん
■ごはん
■大盛り

140 円（税込 154 円）

380 円（税込 418 円）

ビビンバにトッピング
たっぷりチーズ
＋88 円（税込）

190 円（税込 209 円）

■石焼ビビンバ

1,150 円（税込 1,265 円）

■肉増し石焼ビビンバ

1,530 円（税込 1,683 円）

■キムチ増し石焼ビビンバ

1,350 円（税込 1,485 円）

■お茶漬け

（梅 又は 鮭）

■蘭王たまごの TKG

360 円（税込 396 円）
240 円（税込 264 円）

■近江牛希少炙りユッケ
1,450 円（税込 1,595 円）

飲麦
茶酒

食後に ・ ・ ・
■塩アイス

380 円（税込 418 円）

■ミニ塩アイス

200 円（税込 210 円）

■バニラアイス

380 円（税込 418 円）

■ミニバニラアイス

200 円（税込 210 円）

ビール
■キリン一番搾り 生ビール （ジョッキ）

520 円（税込 572 円）

■キリン一番搾り 生ビール （小グラス）

330 円（税込 363 円）

■アサヒスーパードライ （中瓶）

520 円（税込 572 円）

■キリン零 ICHI ノンアルコールビール

400 円（税込 440 円）

ハイボール ・ 酎ハイ

ソフトドリンク 各 260 円（税込 286 円）

■ハイボール

470 円（税込 517 円）

■ウーロン茶

■レモン酎ハイ

450 円（税込 495 円）

■オレンジジュース

■ライム酎ハイ

450 円（税込 495 円）

■コーラ

■生レモン酎ハイ

500 円（税込 550 円）

■ジンジャーエール

焼酎
■黒霧島 （芋）
■いいちこ （麦）

ロック ・ 水割り ・ お湯割り ・ ウーロン割
500 円（税込 550 円）
ロック ・ 水割り ・ お湯割り ・ ウーロン割
500 円（税込 550 円）

■焼酎ボトル （芋 ・ 麦）＊キープ 2 か月まで

飲み放題 （要予約）

■水 ・ 氷セット無料

■９０分

3,300 円（税込 3,630 円）

■焼酎ボトル用ソーダ （1 本）

200 円（税込 220 円）

■１２０分

2,000 円（税込 2,200 円）

＊3 日前までの予約、 6 名様より

ワイン
■グラスワイン （赤）

500 円（税込 550 円）

■グラスワイン （白）

500 円（税込 550 円）

■ボトルワイン （赤）

1,980 円（税込 2,178 円）

日本酒
■香の泉 2 合 （燗向き）
■香の泉風凛～かぜにりん～

1,500 円（税込 1,650 円）

990 円（税込 1,089 円）

（冷） ３００ｍｌ

600 円（税込 660 円）

