
長ねぎマヨ味噌きつねピザ     830円 

山芋のふわとろ焼き         860円 

牛タンのロースト ネギ塩ソース   1,860円 

刺身5点盛り合わせ               2,040円 

本マグロの刺身               2,040円 

サーモンの刺身               940円 

タコの刺身                          860円 

鯛の刺身                   970円 

そうまさんの炙りしめさば          860円 

つぶ貝の刺身                        920円 

ながらみ                     640円 

あじのなめろう                750円 

本日のカルパッチョ              940円 

タコと岩ノリのカルパッチョ     950円 

シュリンプカクテル  レギュラー     1,800円 

ハーフ      1,000円 

海鮮とアボカドのユッケ        970円 
※やや辛めの味付けです。お子様や辛いものが苦手な方は 

ご注意下さい。 

 

 

たけのこのオーブン焼き     750円 

たけのこの天ぷら        790円 

のり塩たけのこ         720円 

たけのことピーマンのオイスター炒め  750円 

ハマグリのアヒージョ      1,080円 

ハマグリと春キャベツのパスタ   1,250円 

ハマグリとたけのこの酒蒸し     950円 

春ピーマンの丸焼き       650円 

たっぷり薬味冷しゃぶ      890円 

塩炒りぎんなん         630円 

茹で落下生         600円 

チーズせんべい           640円 

しらすトッピング ＋110円 

自家製ピクルス            530円 

イタリア産生ハムとサラミの盛り合わせ 
 1,740円 

やみつきアボ玉          850円 

 アボカドと煮卵を塩昆布・ごま油で和えた一品。 

里芋しんじょの揚げ出し       830円 

 

  

牛タンのロースト  ネギ塩ソース 

やみつきアボ玉 

イタリア産生ハムとサラミの 

盛り合わせ 

 

タコと岩のりのカルパッチョ 

山芋のふわとろ焼き 自家製ピクルス 

シュリンプカクテル（ハーフ） 



お新香盛り合わせ         610円 

いぶりがっこ         590円 

枝豆            480円 

エイヒレの炙り        690円 

冷やしトマト          530円 

山芋の短冊         530円 

韓国のり          280円 

しらすおろし          500円 

ミックスナッツ         700円 

梅水晶           470円 

 

タコわさび              420円 

ホタルイカの沖漬け       530円 

チャンジャ           550円 

カニみそ          610円 

珍味三点盛り          1,300円 

生こしょうの塩漬け      530円 

ビターチョコレート        720円 

ポッキー          550円 

アーモンドティラミスチョコ    580円 

  

と
り
あ
え
ず
の
一
品 

 

梅水晶 

梅の酸味、軟骨の食感がクセになる一品です。 



 

 

ｓ 

サ
ラ
ダ 

 

イタリアングリーンサラダ     1,080円 

シーザーサラダ            1,290円 

豚しゃぶサラダ          1,290円 

キノコとベーコンのサラダ    1,290円 

ローストビーフサラダ   

常陸牛     1.970円 

アメリカ産牛   1,520円 

揚げ野菜の柚子みそサラダ   1,290円 

サーモンとアボガドのサラダ  1,290円 

ツナとアボガドのサラダ     1,190円 

しらすと豆腐の和風サラダ     1,290円 

海老とアボカドのコブサラダ  1,290円 

★メニュー左側のサラダはハーフサイズに 

変更可能です。（220円引き）★ 

 

トマトと生モッツアレラチーズの 

カプレーゼ 

サーモンとアボガドのサラダ 

サラダについて 
当店でお出ししているサラダのレタスは、千葉県東庄町・横田ファームで水耕栽

培された「ふわりぼうや マルチリーフレタス」を使用しております。みずみず

しさやシャキシャキとした食感が特徴のおいしいレタスです。 

是非ご賞味ください。 

海老とアボガドの生春巻サラダ  1,100円 
※お作りするのに少々お時間を頂戴いたします。 

削りたてイタリア産生ハムと 

オニオンのサラダ 1,290円  

オニオンスライス          750円 

トマトと生モッツアレラチーズの 

カプレーゼ 970円 

トマトとツナのサラダ        830円 

 



キノコのソテー          610円 

ごぼうスナック           640円 

長ネギのマヨ味噌焼き       720円 

もやし炒め        610円 

アボカドのなめろう     830円 

小松菜と豚バラの塩炒め  810円 

山芋のガーリック焼き       720円 

とん平焼き(チーズ入り)   750円 

チヂミ風ネギ焼き        720円 

野菜のせいろ蒸し アンチョビソース 
   1,080円 

麻婆茄子          750円 

 

 

 

アボカドのなめろう 

チヂミ風ネギ焼き 

そ
の
他
野
菜
料
理 

 

野菜のせいろ蒸し アンチョビソース 



揚げたて厚揚げ       720円 

冷奴 (和風・洋風)        500円 

湯豆腐          860円 
 ※一人前からご注文いただけます。  

揚げ出し豆腐         720円 

肉豆腐          750円 

麻婆豆腐               750円 

豆腐ステーキ        860円 

当店で使用している豆腐について 
豆腐はすべて、香取市にある創業 100年になる浅田豆腐店

のものを使用しております。 

 他の豆腐にはない、濃厚さと舌触りの良さを味わえます。こ

だわりの豆腐を使ったお料理を是非ご賞味ください。 

 

 

  

豆
腐 

 

冷奴(洋風) 

 

揚げ出し豆腐 揚げたて厚揚げ 



おつまみ和風モッツアレラ    830 円 

クリームチーズいぶりがっこ      750 円 

カマンベールフライ         700 円 

はちみつとクリームチーズのディップ  860 円 

チーズの盛り合わせ※        1,740円 

チーズフォンデュ※       1,490 円 

※チーズが足りなくなった場合、追加用のチーズを 

ご用意できます。（＋880円） 

 

※チーズの盛り合わせ・チーズフォンデュ、この２商品は 

お作りするのにしばらくお時間を頂戴致します。   

はちみつとクリームチーズのディップ 

 

０ 

 

     

チーズ盛り合わせ チーズフォンデュ 

チ
ー
ズ 

 



煮卵               430円 

煮卵の天ぷら           530円 

プレーンオムレツ        750円 

チーズオムレツ             810円 

玉子ときくらげの塩炒め        750円 

だし巻き玉子          730円 

ねぎと紅しょうがの          830円 

だし巻き玉子 

しらすとミツバのだし巻き玉子     860円 

 

明太子入りだし巻き玉子      860円 

 

 

 

卵
料
理 

 

だし巻き玉子 しらすと三つ葉のだし巻き玉子 



ちくわの磯部揚げ        600 円 

チーズ入りポテトもち       690 円 

ハッシュドポテト         640 円  

フライドポテト          530 円 

フレーバーポテト各種       750 円 

（しそ＆塩昆布/ガーリックチリ/カレーチーズ） 

北海さつま揚げ             610 円 

おつまみ餃子           690円 

水餃子           690円 

天ぷら盛り合わせ            1,410円 

 

国産豚のコロッケ※    一ヶ 420円 

国産豚のメンチカツ※    一ヶ 480円 

※ご注文の際は２つ以上（組み合わせ自由）でお願い致します。 

 

※コロッケ・メンチカツの写真はカットした際のイメージです。 

実際お出しする形とは異なります。 

 

国産豚のメンチカツ※ 国産豚のコロッケ※ フレーバーポテト 

しそ＆塩昆布 

 

 

 

 そ
の
他
惣
菜
料
理 

 



ヤリイカの香草パン粉焼き       780円 

ホウレンソウのグラタン         750円 

海老グラタン               970円 

ナスのミートグラタン           920円 

カキのグラタン フローレンス風 １個 640円 
※２個以上でのご注文をお願いいたします 

じゃがいも明太マヨネーズ焼き     750円 

つぶ貝ブルゴーニュ風(バケット付き) 1,080円 

トマトのオーブン焼き         850円 

チリコンカン(バケット付き)       830円 
ミックスビーンズとひき肉、トマトをスパイスで煮込んだものに

チーズをかけてオーブンで焼いた、アメリカの定番料理。 

チリコンカン 

トマトのオーブン焼き 

 

 

 

 

じゃがいも明太マヨネーズ焼き 

牡蠣のグラタンフローレンス風 

オ
ー
ブ
ン
料
理 

  

つぶ貝ブルゴーニュ風 

ヤリイカの香草パン粉焼き 



刺身5点盛り合わせ      2,040円 

本マグロの刺身       2,040円 

あじのなめろう        750円 

サーモンの刺身         940円 

タコの刺身                860円 

鯛の刺身          970円 

そうまさんの炙りしめさば   860円 

つぶ貝の刺身              920円 

ねぎま鍋           1,600円 
 ねぎと本まぐろの鍋。本マグロの出汁が絶品。 

まぐろのテールステーキ     1,630円 

まぐろの血合い竜田揚げ  830円 

まぐろの切り落としステーキ  1,410円 

ししゃも         720円 

えいひれの炙り       690円 

銀だら西京焼き      970円 

サバの文化干し     720円 

ふぐ一夜干し      970円 

そうまさんのしまホッケ   970円 

鮭ハラス焼き      1,080円 

サバの燻製          820円 

メロカマ（銀むつ）     1,630円 
 メロ（銀むつ）のカマ。脂ののった白身を 

塩麹で味付けし、焼き上げました。 

うなぎ(蒲焼・白焼き)    3,520円 

 

目光の唐揚げ      720円 

ふぐの唐揚げ      970円 

 

 

まぐろのテールステーキ 

うなぎの白焼き 

刺
身
・
魚
料
理 

 

ふぐ一夜干し 鮭ハラス焼き 

ねぎま鍋 



アヒージョ         各1,080円 

エビ・タコ・カキ・シラスの中からいずれかを 

お選びください。バケット付き。 

魚介のマリネ            810円 

たこの唐揚げ          810円 

イカのバター醤油炒め        750円 

さきいかの天ぷら            690円 

自家製燻製カキのオイル漬け    830円  

広島産牡蠣のバターソテー       970円 

カキフライ             940円 

カキの天ぷら           940円 

麻婆かき             980円 

 

ながらみ             640円 

あさりの酒蒸し        830円 

ガーリックシュリンプ       980円 

海老のマヨネーズ和え      940円 

海老とアボカドのマヨネーズ和え  
1,140円 

むき海老のからあげ       940円       

海老のチリソース炒め      940円 

ぷりぷり海老のしゅうまい     900円 

海老とアボカドのタルタル バケット添え 
    910円      

 

 

 

海老のチリソース炒め アヒージョ（しらす） 

そ
の
他
魚
貝
料
理 

 

イカのバター醤油炒め 



チキンのハーブグリル        1,300円 

照り焼きチキンソテー       1,300円 

ガーリックチキンソテー      1,300円 

もろみチキンステーキ      1,350円 

チキンのオーブン焼き 
（キノコクリーム orトマトソース）   1,300円   

鶏むね肉の明太チーズ焼き   940円 

国産鶏のジャンボねぎま串※  

（タレ or塩） 330円 

つくね（タレ or 塩）※     330 円 

月見つくね※         420円 

 ※串焼きをご注文の際は、２本以上(組み合わせ 

自由)でお願い致します。 

  

 

ハツの燻製        650円 

自家製レバーパテ(バケット付き) 750円 

とり皮のカリカリ焼き 

おろしポン酢   750円 

自家製チキンナゲット     830円 

なんこつ(炒め or唐揚げ)       750円 

国産鶏の唐揚げ(塩 or甘酢ダレ)   970円 
 甘酢ダレ味に自家製タルタルソース(＋220円)でチキン 

南蛮風にできます。 

自家製サラダチキン        720円 

ネギまみれサラダチキン    940円 

蒸し鶏のゴマソース掛け     940円 

よだれ鶏         940円 

手羽先焼き              830円 

手羽先名古屋揚げ         830円  

手羽餃子(３本)         860円 

 

 

  

 

サラダチキン 国産鶏の唐揚げ・塩 自家製レバーパテ 

鶏
肉
料
理 

 

国産鶏のジャンボ

ねぎま串 



自家製スモークベーコン入りトマトの 

ロールキャベツ（一個） 850円 

自家製ベーコンのあぶり     850円 

チャーシューと煮卵         970円 

豚の角煮             830円

スペアリブ                 1,630円 

香味野菜と香草に漬け込み、低温でじっくり調理し焼き 

あげております。当店自慢の一品です。 

 

小袋のにんにく炒め       750円 

モツ煮込み            720円 

モツ炒め（タレor塩）      830円 

モツのトマト煮込み オーブン焼き 
  920円 

 

 

 

 

 

 

 

 

豚肩ロースステーキ（200g）    1,320円 

豚ヒレステーキ(200g) 

自家製山わさびソース添え  2,040円 

東の匠豚と横田ファーム水耕栽培 

レタスのしゃぶしゃぶ 1,320円 

豚バラピリ辛炒め         860円 

豚バラみぞれ煮        860円 

豚バラと野菜のせいろ蒸し   940円 

カツ煮                   1,320円 

カツのみぞれ煮         1,320円 

ロースカツレツ 特製トマトソース添え 1,320円 

 

 

やわらかタンのロースト        1,360円 

自家製和風デミグラスソースのやわらかタン 

※＋330円でバケット付きにできます。    1,490円 

燻製香るジャンボソーセージ   1,150円 

燻製ソーセージとトマトのアヒージョ 1,080円 

ねぎ塩豚トロ           860円 

イベリコ豚の肩ロースステーキ(200g)  1,630円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東屈指の豚の生産地、千葉県東庄町の生産者が生み

出した安全と品質にこだわったブランド豚です。 

豚肉のおいしさを決めるといわれている、甘みのある

脂身・歯切れのよい味わい深い赤身、その２つの絶妙な

バランスの取れた上質な豚肉です。 

 

豚
肉
料
理 

  

豚肩ロースステーキ 

スペアリブ 

 

カツ煮 
豚ヒレステーキ（200ｇ） 

自家製山わさびソース添え 
自家製スモークベーコン入り 

トマトのロールキャベツ 

燻製ソーセージとトマトのアヒージョ 燻製香るジャンボソーセージ 
東の匠豚と横田ファーム水耕栽培 

レタスのしゃぶしゃぶ 



 

 

 

牛
肉
料
理 

 

ローストビーフ  
常陸牛        レギュラー  2,420円 

         ハーフ    1,630円 

アメリカ産牛   レギュラー   1,520円 

         ハーフ     1,080円 

ローストビーフ ２種盛り合わせ 
    2,180円 

アメリカ産牛、常陸牛の2種類を一皿でお楽しみいただけます。 

厚切りローストビーフ 
常陸牛       3,480円 

 アメリカ産牛 1,740円 

★特製ソース★ 

濃厚赤ワインソース/和風オニオンソース 

/和風ガーリックソース 

※ご希望のソースがございましたら、スタッフにお申し付け 

ください。 

自家製ローストビーフ 

（アメリカ産牛） 

 

牛すじ豆腐チゲ温玉のせ 自家製ローストビーフ（常陸牛） 

 

牛すじ煮込み             860円 

牛すじと豆腐のチゲ       1,080円 
半熟たまごのせ＋110円 

ビーフシチュー         2,420円 

牛もものステーキ(100g)    1,630円 

サーロインステーキ(100g)    2,420円 

ヒレステーキ(100ｇ)        2,920円 

シャトーブリアン（200g）    6,560円 

※ステーキの価格は表記されている重さの場合です。 

価格は重さによって変動します。 

ローストビーフのユッケ       1,210円 

牛もつ鍋          1,630円 

厳選厚切り牛タン      2,180円 

牛タンシチュー        2,750円 

 



鴨肉のソテー 

 （オレンジソース or 柚子こしょう）1,050 円 

骨付きラム肉のソテー        1,930 円 

ソーセージ盛り合わせ       860 円 

激辛チョリソー          860 円 

馬刺し(100g)            1,080 円 

※商品の重さにより単価が多少前後します。 

 

 

 

そ
の
他
肉
料
理 

 
骨付きラム肉のソテー 

馬刺し 



ローストビーフ丼 

常陸牛      1,630円 

アメリカ産牛  1,080円 

ローストビーフ握り  

常陸牛      2,480円 

アメリカ産牛  1,740円 

東の匠ＳＰＦ豚のカツ重  1,490円 

海鮮とアボカドのユッケ丼  1,080円 

※やや辛めの味付けです。お子様や辛いものが苦手な方はご注

意下さい。 

牛肉と半熟たまごのまかない丼  970円 

焼きカレードリア        970円 

自家製キーマカレー     970円 

しらす丼           860円 

うな丼           3,520円 

 

豚丼             860円 

おにぎり(梅/鮭/おかか)      350円 

自家製焼きおにぎり※      390円 

チーズ入り※  450円 
※焼きおにぎりは一味を使用しております。 

ご注文はお二つ以上（組み合わせ自由）でお願い致します。 

お茶漬け(梅/鮭/おかか)         640円 

たまご雑炊                810円 

チーズリゾット プレーン     860円    

牡蠣       1,190円 

ブルーチーズ    1,190円 

ひたち野 穂の香（ほのか）卵  

ふわふわメレンゲ卵かけご飯 650円 

お米を与えて育てた鶏の、黄身の白い卵を使用した卵かけご飯 
です。さっぱりとしているので、〆におすすめです。 

シェフの気まぐれご飯      1,080円 

調理担当（永田）出勤時のみの、ディナー限定メニューです。 

メニューの詳細はスタッフまで。 

 

 

  

ローストビーフ握り 

牛肉と半熟たまごの賄い丼 

お
米
料
理 

 

ローストビーフ丼 

うな重 自家製キーマカレー 

 

ひたち野 穂の香卵 

ふわふわメレンゲ卵かけご飯 



キャベツとアンチョビのパスタ      1,080円 

チーズと黒胡椒のペペロンチーノ 半熟卵添え 

                    1,080円 

東の匠豚の和風バター醤油パスタ     1,190円 

なすとベーコンのトマトスパゲッティ   1,210円 

鉄板焼きオムナポリタン         1,210円 

和風カルボナーラ                1,320円 

明太スパゲッティ（和風orクリーム)     1,080円 

あさりのボンゴレ（塩orトマト)      1,270円 

ハマグリのパスタ（塩orトマトorクリーム） 

岩ノリトッピング ＋150円         1,380円  

きのこと鮭のクリームパスタ            1,300円 

海老のグラタンナポリタン        1､210円 

海老とアボカドのクリームパスタ     1,350円 

海老と大葉のクリームジェノベーゼパスタ  1,380円 

海老のトマトクリームパスタ        1,380円 

岩のりと牡蠣のクリームパスタ       1,520円 

ペンネアラビアータ             1,080円 

ブルーチーズのペンネ          1,380円 

 

 

  

パ
ス
タ 

  

魚
貝
類 

ペ
ン
ネ 

東の匠豚の 

和風バター醤油パスタ 

和風カルボナーラ エビとアボカドの 

クリームパスタ 

海老のグラタン 

ナポリタン 



稲庭うどん（温・冷）         830 円 

あさりうどん          970 円 

はまぐりうどん         970 円 

牛すじうどん         1,080 円 

ぶっかけ豚塩うどん（温・冷） 1,050 円 

焼きそば                910 円 

そうめん(温・冷)        750 円 

海老とセロリのフォー        970 円 

ラーメン            940 円 

濃厚担担麺                  970 円 

 

 

 

ラーメン 

そ
の
他
麺
料
理 

  

ぶっかけ豚塩うどん 

う
ど
ん 

そ
の
他 

焼きそば 



燻製香るジャンボソーセージと 

トマトソースのナンピザ    1,080円 

きのことベーコンのグラタン風ナンピザ 

  1,080円 

イベリコ豚のサラミナンピザ  1,080円 

自家製スモークベーコンと 

マスカルポーネチーズのナンピザ 

   1,080円 

自家製キーマカレーのナンピザ 970円 
半熟卵のせ(＋110円) 

ツナマヨナンピザ      940円 

和風ナンピザ             910円 
味噌ベースの和風ソースにお餅とベーコンのトッピング。 

トマトソースのナンピザ      860円 

 

長ネギとたっぷりしらすのナンピザ 

     950円 

明太もちのナンピザ      910 円 

ブルーチーズのナンピザ   1,080 円

ガーリックトースト        720円 

明太フランス          750円 

バターフランス         690円 

 

 

 

 

 

 

ナ
ン
と 

バ
ケ
ッ
ト 

 

★すべてのナンピザのナンを油揚げに変更できます★ 

是非お試しくださいませ 

 

自家製スモークベーコンと 

マスカルポーネチーズのナンピザ 
イベリコ豚のサラミナンピザ きのことベーコンのグラタン風 

ナンピザ 

燻製香るジャンボソーセージの 

トマトソースナンピザ 



フレンチトースト プレーン・レギュラー 

（＋フルーツ、生クリーム、アイス） 

カヌレ          6 4 0 円 

アップルパイ       640 円 

フォンダンショコラ     6 4 0 円 

レアチーズケーキ       640 円 

バナナの焼きプリン     640 円 

本日のシフォンケーキ    640 円 

※上記デザート各種、＋110円でバニラアイス添えにできます。 

バニラアイス             480 円 

アフォガート            750 円 

季節のフルーツと生モッツアレラの 

カプレーゼ 1,080円 

 

 

 

中はフワフワ外はカリッと当店自慢の 

次世代パンケーキ 

プレーン              レギュラー    1,280円 

ハーフ      1,060円 

クリームチーズレモン  
レギュラー    1,390円 

ハーフ      1,170円 

コーヒーマスカルポーネ・ 

オレンジシナモン    

レギュラー  各 1,610円 

ハーフ    各 1,390円 

ブルーチーズとはちみつ・ 

季節のフルーツ※ 
レギュラー  各 1,830円 

ハーフ    各 1,610円 

※フルーツの詳細はお気軽にスタッフにお尋ねください。 

生クリーム        ＋ 3 3 0 円 

バニラアイス       ＋ 3 3 0 円 

フルーツ         ＋ 1 , 1 80 円 

 ※季節によってトッピングのフルーツは変わります。 

 

シフォンケーキ 

 

デ
ザ
ー
ト 

 

カヌレ（バニラアイス添え） 

 

季節のフルーツと生モッツア

レラのカプレーゼ 

 



アボカドとクリームチーズのディップ  

860円 

ツナとアボカドのサラダ   1,190円 

サーモンとアボカドのサラダ  1,290円 

海老とアボカドの生春巻きサラダ  

1,100円 

海老とアボカドのタルタル  

バケット添え 910円 

海老とアボカドのコブサラダ 1,290円 

 

 

アボカドの天ぷら 

アボカドのお刺身      720円 

アボカドの天ぷら       860円 

アボカドのなめろう       830円 

アボカドとクリームチーズのわさび醤油和え 

  720円 

海鮮とアボカドのユッケ     970円 

アボカドとトマトのグラタン  940円 

アボカド明太チーズ焼き    830円 

 

 

「森のバター」とも呼ばれるアボカドは、とても健康に良い食材で、老化

の防止、体内のデトックス、血液をサラサラにするなど様々な効果がありま

す。 

脂肪の燃焼にもよく、ダイエットにもおすすめの食材です。この機会に是

非、当店自慢のアボカド料理をお召し上がりくださいませ。 

アボカドのお話し 



 
お
鍋 

豚
バ
ラ
の
み
ぞ
れ
鍋 

豚バラみぞれ鍋           1,290円 

牡蠣みぞれ鍋            1,520円 

赤いきつね鍋            1,290円 
油揚げがたっぷり入った辛口のお鍋です。 

手羽先の塩バター鍋             1,290円 

スンドゥブ鍋            1,520円 
魚介の出汁が効いた辛口のお鍋です。 

国産牛もつ鍋            1,630円 

豚バラと白菜のゴマ鍋        1,290円 

かも鍋                   1,520円 

湯どうふ               860円 

ラーメンセット(麺・薬味・卵)       460円 

ぞうすいセット(ライス・薬味・卵)    460円 

リゾットセット(ライス・薬味・チーズ)   570円 

うどんセット(うどん・薬味・卵)    460円 

 

一
人
前
か
ら
ご
注
文
い
た
だ
け
ま
す 

国
産
牛
も
つ
鍋 

赤
い
き
つ
ね
鍋 

ト
ッ
ピ
ン
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豚バラ     460円 

牛ホルモン   490円 

手羽先     460円 

ソーセージ   460円 

海老      490円 

たら      490円 

チーズ     390円 

生卵      130円 

ライス     280円 

ラーメン    280円 

うどん     280円 

もち      280円 

豆腐      280円 

油揚げ     280円 

にら      280円 

もやし     280円 

ハクサイ    280円 

キャベツ    280円 

ねぎ      280円 

 

 ※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 



 

 
 

 3,300円・4,400円・5,500円 
 

これからの季節、忘年会・新年会などの宴会にももちろんですが、 

何名様からでもご予約可能なので少人数で集まる際にもおすすめです！ 
 

3,300  
メニュー内容 

前菜盛り合わせ 

メイン料理 

お造り三点盛り 

自家製スープ 

ローストビーフ 

季節のグラタン 

米・麺料理 

デザート 
 

 

※個別・大皿コース共にメニューは一例です。内容は時期によって異なります。 

※ご希望のお料理やお召し上がりになれない食材などがございましたら、 

お気軽にご相談ください。 

※コース料理の当日のお申し込み・変更・キャンセルはできかねます。 

 前日までにご連絡ください。 

 

※こちらのページの商品価格はすべて総額表示です。 

 

 2,420円・2,970円・3,520円 

※コース料理をお申込みいただいたお客様（４名様以上）へのサービスです。 

※お会計時までにすべてのドリンクの飲みきりを確認できた場合に限り、上記の価格から

220円引き致します。 

※ドリンクの詳細はスタッフまでお気軽にお問い合わせください。 

 

・  2,750円 

メニュー内容 

サラダ、肉料理、魚料理、鍋料理（冬季）、米・麺料理、デザート 

 

 



前菜３種 盛り合わせ 

お造り 3点盛り 

ネギと豚のしゃぶしゃぶ 

茶碗蒸し 

季節のグラタン 

ローストビーフ 

にゅうめん 

デザート 

 

本日のお品書き 



  

 

 
 

 

 

庵特製テイクアウト商品 
調理方法の説明付きで、ご自宅でもおいしくお召し上がりになれる 

真空パックタイプの商品です。

 

常陸牛 ローストビーフ 

(100gあたり) 

カット済み    1,620円 

ホール      1,520円 

アメリカ産牛  

ローストビーフ 
(100gあたり) 

カット済み     850円 

ホール        740円 

商品一覧と 

ビーフシチュー（調理例） 

ローストビーフ（常陸牛）を 

カットしたものと盛り付け例。 

常陸牛手ごねハンバーグ   670円 

豚のハンバーグ            500円 

常陸牛のビーフシチュー   1,950円 

スペアリブ             1,350円 

牛すじ煮込み (常陸牛)       710円 

もつ煮込み              600円 

サラダチキン (国産鶏）   520円 

自家製チャーシュー 

(100gあたり) 520円 

豚の角煮          710円 

※価格はすべて総額表示です。 
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