
深夜0時のお会計より、料金の5％を深夜料金として加算させていただきます。

* 下足唐 450円

* 水耕ニンニクの天ぷら 450円

* ジャガマヨベーコン 480円

* セセリの塩だれ炒め 480円

* ニンニクのバター醤油炒め 480円

* 牛もつ煮 500円

* イカと 　 円

* 砂ずりの銀皮ポン酢 380円

* 砂ずりの唐揚げ 400円

* 鯛のゴマパッチョ 650円

* エビマヨ 750円

* 厚切りベーコンのシーザーサラダ 600円

* ネギ塩タン 850円

本店  おすすめメニュー

New
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　３ 1 種
鉄砲 人気の串

野菜 税抜 いろいろ 税抜

 ピーマン 130円  赤ウインナー 100円

 ししとう 130円  ししゃも 130円

 玉ねぎ 130円  ミソホルモン 130円

 しいたけ 130円  うずらの卵 140円

 ピリ辛ウインナー 150円

鳥  ダルム 160円

人気  かわ 130円 人気  豚バラ 160円

 砂ずり 130円  牛なか落ち 200円

 鳥レバー 130円 人気  牛サガリ 220円

 ハツ 130円 人気  丸腸 250円

 ぼんじり 130円

人気  とり身 130円 鉄砲人気の巻もの

人気  セセリ 150円  鳥皮のニンニク巻 160円

人気  つくね 150円  エノキ巻 200円

人気  手羽先 220円  ねぎ巻 200円

 クリームチーズ巻 220円

人気  アスパラ巻 220円

人気  しそ巻 220円

 チーズ巻 220円

人気  トマトチーズ巻 220円

追加キャベツ 100円

丸腸

アスパラ巻
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　鉄板焼
税抜

　一品料理
税抜

 手作りギョウザ 450円  ジャガバター 360円

 ニラの玉子とじ 480円  揚げ出し豆腐 480円

 明太子の玉子とじ 480円  もちの揚げ出し 480円

 キムチの玉子とじ 480円 人気  センポコバター 480円

 もやし鉄板 480円 人気  牛すじ煮込み 500円

 焼そば鉄板 580円  牛もつ煮 500円

 牛肉ともやしの  キムチバラ炒め 550円

　　ピリ辛スタミナ鉄板  ネギ塩焼そば 580円

 焼きラーメン 580円  アサリバター 600円

 お好み焼き(山芋入り) 580円 人気  明太パスタ 650円

人気  山芋の鉄板焼 580円  三種のチーズピザ 700円

 山芋明太チーズ焼き 680円  ピリ辛肉マヨピザ 700円

 牛塩ホルモン鉄板 680円 人気  エビマヨ 750円

 牛ホルモン鉄板 680円  ネギ塩タン 850円

 焼きおにぎり 150円  梅茶漬け 420円

 高菜巻おにぎり 150円  さけ茶漬け 420円

 ご飯 150円  鯛茶漬け 550円

 おにぎり 120円  高菜チャーハン 550円

 みそ汁 200円  とんこつチャーハン 550円

 貝汁 380円  玉子雑炊 550円

 ご飯セット（みそ汁付）300円  キムチ雑炊 630円

 おにぎりセット 400円  とりそぼろ雑炊 630円

　（おにぎり　2個・みそ汁付）

580円

　ご飯物

国産

国産

とんこつチャーハン

キムチバラ炒め
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　小 鉢
税抜

 サラダ
税抜

 枝豆 300円 人気 和風のりサラダ 530円

 きゅうりの浅漬け 300円 大根サラダ 530円

 冷やっこ 320円 鉄砲サラダ 580円

 トマトスライス 320円 600円

 キムチ 320円

 もろきゅう 380円 　揚げ物

 酢もつ 380円 カレーちくわ 400円

 山芋タンザク 380円 人気 フライドポテト 400円

 板わさ 380円 ごぼうの唐揚げ 400円

 たこわさ 400円 鳥皮のカリカリ揚げ 400円

 チャンジャ 400円 ニンニク丸揚げ 400円

人気  センポコの酢の物 420円 水耕ニンニクの天ぷら 450円

 かにみそ 450円 ダルムの唐揚げ 450円

豚足の唐揚げ 450円

　刺 身 軟骨の唐揚げ 450円

 サーモン 520円 チーズの唐揚げ 450円

 炙りサーモン 550円 もちもちポテトチーズ 450円

 タイ 600円 とりの唐揚げ 530円

 カンパチ 650円 人気 チキンタルタル 530円

 ごまカンパチ 650円

 馬刺 730円

 馬ゆっけ 830円

 刺身三点盛 1人前～ 600円～

あっさり

厚切りベーコンのシーザーサラダ

和風のりサラダ
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* アイス 300円

ストロベリー

バニラ

ガトーショコラ

イタリアンピスタチオ

クッキー＆クリーム

* デザート 400円

アイスクレープ

ワッフルと生チョコアイス

大福アイス

チーズケーキブリュレ

おさつスティックバニラアイス添え

デザート
 税抜
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