～ Lunch menu ～

ランチタイム

11：30 〜 14：00

【やっぱり焼肉！】
焼肉ランチはご飯お替り自由

1,160 円（税込 1,276 円）
（カルビ 1 人前・キムチ・サラダ・スープ・ご飯）

・近江牛

焼肉ランチ

タレ

・ 近江牛 大盛焼肉ランチ 1,550 円（税込 1,705 円）
（カルビ 1,5 人前・キムチ・サラダ・スープ・ご飯）

焼肉ランチ

タレ

・ 近江牛 三種盛ランチ 2,430 円（税込 2,673 円）
大盛焼肉ランチ

三種盛りランチ

（おすすめ肉 3 種・キムチ・サラダ・スープ・ご飯）

タレ 塩

＊下記メニューはご飯のおかわりは出来ません。

新 ・ 近江牛角切りカレー
（サラダ付き）

・ ワサビで食べる近江牛 牛めし
（サラダ、スープ付き）

810 円（税込 891 円）

1,200 円（税込 1,320 円）

新 ・ 近江牛 牛めしと角切りカレーのＷ盛り 1,450 円（税込 1,595 円）
（サラダ、スープ付き）

・ 近江牛石焼ビビンバ
（スープ付き）

新 ・ 近江牛１００％ハンバーグ御膳
（サラダ、スープ付き）＊数量限定

1,150 円（税込 1,256 円）

1,530 円（税込 1,683 円）

～ご予約限定メニュー～
・ 近江牛すき焼き御膳
（サラダ、スープ付き）

1,710 円（税込 1,881 円）

近江牛王道焼肉
タン
おすすめ

厚切りタン塩

1,250 円（税込 1,375 円）

タンの厚切り！ねぎダレ付。 スタッフ一押し

■厚切りタン塩

1,250 円（税込 1,375 円）

タンの厚切り！ねぎダレ付。 スタッフ一押し
890 円（税込 980 円）

■タン塩 塩
■ねぎタン塩 塩

940 円（税込 1,034 円）

■黒毛和牛タン塩 塩

1,600 円（税込 1,760 円）

■黒毛和牛ねぎタン塩 塩

1,650 円（税込 1,815 円）

カルビ ・ ロース
■定番お得カルビ タレ

890 円（税込 980 円）

1,200 円（税込 1,320 円）
■近江牛上カルビ タレ
■近江牛特選カルビ タレ 塩 1,300 円（税込 1,430 円）

■近江牛ロース タレ 塩

1,700 円（税込 1,870 円）

■極撰和牛塩レバー

ホルモン系 ・ かしわ
■和牛ホルモン タレ
タレ
■シマチョウ

520 円（税込 572 円）

■上ミノ

タレ

850 円（税込 935 円）

■レバー

タレ

680 円（税込 748 円）

おすすめ

極撰和牛塩レバー

620 円（税込 682 円）

850 円（税込 935 円）

■かしわ タレ 塩

360 円（税込 396 円）

■ツラミ タレ 塩

680 円（税込 748 円）

■ポークウインナー

400 円（税込 440 円）

■お得肉盛り タレ

入手困難商品 （塩焼きは数量限定）

6,360 円（税込 6,996 円）
カルビ 5 人前、 かしわ、 豚、 ウインナー、 野菜 3 種の盛り合わせ

850 円（税込 935 円）

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。

