
【冷たいもの】
シェフお勧め前菜 4 品

【温かいもの】
焼き胡麻豆腐
とん平焼き

近江牛すじと野菜の炊き合わせ
魚介料理

近江牛ステーキ
お好み焼き
【デザート】

本日のデザート

【冷たいもの】
シェフお勧め前菜 4 品

【温かいもの】
焼き胡麻豆腐
とん平焼き

近江牛すじと野菜の炊き合わせ
魚介料理
肉料理
お好み焼き
【デザート】

本日のデザート

※仕入れ状況により、一部メニュー変更する場合がございます。
( ) 内が税込価格です。

当店の看板メニュー全て網羅してます !
2 名様以上 +2,200円で90分飲み放題

(4,290)
3,900円コース（11品）

3,900yen Course ( 11 Course Meal )

【Cold Meal】
4 Appetizer Recommended By The Owner

【Hot Meal】
Grilled Sesame Tofu

Tonpeiyaki 
Omi Beef Tendon with Vegetables

Fish
Meat 

Okonomiyaki

【Dessert】
Today’s Dessert

5,900 yen Course ( 11 Course Meal )

【Cold Meal】
4 Appetizer Recommended By The Owner

【Hot Meal】
Grilled Sesame Tofu

Tonpeiyaki 
Omi Beef Tendon with Vegetables

Fish
Omi Beef Steak
Okonomiyaki

【Dessert】
Today’s Dessert

The content of the menu will vary depending on the day's produce.
The price in parentheses is tax-included.

Consists of only our restaurants recommended menu.
For 2 person or more +2,000yen for 90 min All-You-can-Drink.

【コース】
Course

5,900円コース（11品）
(6,490)

(4,290) (6,490)

(8,690)7,900円

季節のシェフお任せコース（11品）
あらゆる素材を知り尽くしたシェフが、自慢の腕を振るいます。
旬の厳選素材の旨味から変わりゆく季節を感じられる
そんな至福のひとときをお楽しみください。 八寸 4品

焼き胡麻豆腐

とん平焼

近江牛握り

季節のお魚料理

近江牛ステーキ

お好み焼き

デザート

Chef's choice seasonal Course (11 Course Meal )
A chef who knows all the ingredients cooks with his pride.
Please enjoy such a blissful time where you can feel the changing seasons
from the taste of carefully selected seasonal ingredients. 

(8,690)

4 Appetizer

Grilled Sesame Tofu

Tonpeiyaki 

Omi Beef Nigiri-zushi

Seasonal Fish

Omi Beef Steak

Okonomiyaki

Dessert7,900yen

良質な品を少しずつ食べたい方は

　　　　　　　　　　是非お試し
を！

<２名様から 要予約 >

<Reservation required from 2 people >



( ) 内が税込価格です。
The price in parentheses is tax-included.

(660)

(550)

(660)

(1,100)

(660)

(990)

(1,320)

(1,100)

(1,540)

(990)

(1,100)

(1,430)

(1,430)

(1,430)

【冷菜】Cold Appetizer

ピクルス …………………………… 600 円

胡瓜のピリ辛マリネ ……………… 500 円

ポテトサラダ ……………………… 600 円

まずは前菜盛り合わせ（4種）…… 1,000円

Pickles

Spicy Marinated Cucumber

Potato Salad

Assorted 4 kinds of Cold Appetizer

【ご飯もの】RICE

そば飯 …………………………… 1,300 円

ガーリックライス ……………… 1,300 円
Soba Meshi (Fried Noodle and Rice)

Garlic rice

【焼きそば】YAKISOBA

ソース焼きそば …………………… 900 円

辛口ドロソース焼きそば ……… 1,000 円

牛すじカレー焼きそば ………… 1,300 円

Sauce Yakisoba

Spicy Yakisoba

Beef Tendon Curry Yakisoba

【温菜】Warm Appetizer

とん平焼 …………………………… 600 円

焼き胡麻豆腐 ……………………… 900 円

牛すじキャベツ ………………… 1,200 円

イカゲソバター ………………… 1,000 円

ホタテバター …………………… 1,400 円

Tompeiyaki

Grilled Sesame Tofu

Beef Tendon with Cabbage

Squid Arms Butter

Scallop Butter
＜トッピ

ング＞

・卵 , ネギ,
餅

   +100円
(110)

・チーズ, そ
ば, オムレ

ツ

   +300円
(330)

・チーズオ
ムレツ

   +400円
(440)

・牛スジ

   +500円
(550)

Add topp
ings

+100yen(
110)

  green 
leek,

   rice 
cake or 

egg

+300yen(
330)

  cheese
, noodles

    o
r omelet

te

+400yen(
440)

  cheese
 omelett

e

+500yen(
550)

  beef t
endons  

   



( ) 内が税込価格です。
The price in parentheses is tax-included.

【肉料理】
Meat Dishes

地鶏の一味焼き …………………………1,700 円

地鶏のにんにく焼き ……………………1,900 円

イベリコ豚ステーキ ……………………1,800 円

近江牛ヒレステーキ（100ｇ）………………5,200 円

近江牛サーロインステーキ（100ｇ） ………4,800 円

【お好み焼き】
OKONOMIYAKI

豚玉 ………………………………… 800 円

豚イカ玉 ………………………… 1,000 円

豚エビ玉 ………………………… 1,100 円

ミックス玉………………………… 1,300 円

野菜モチチーズ ………………… 1,400 円

スペシャル玉 …………………… 1,500 円

日本で最も歴史の
あるブランド和牛

、近江牛。

薬とも呼ばれ食べ
られた、究極の味

と香り。

この自慢のお肉を
、1人でも多くの

方に

召し上がってもら
いたい。

そんな想いで丁寧
に焼き上げます。

キャベツたっ
ぷり大阪風お

好み焼き、

選び抜いた幻
の地ソースと

の相性をお楽
しみください

。

We grill it t
he Osaka-way

, with a bun
ch of cabba

ge in it. 

The taste p
erfectly mat

ched with th
e special sa

uce that we
 picked for 

you. 

Please enjoy
! 

Pork

Pork & Squid

Pork & Shrimp

Mix

Vegetables, Rice Cake & Cheese

Special

Grilled Ichimi-Pepper Chicken

Grilled Garlic Chicken

Iberian Pork Steak

OMI Beef Tenderloin Steak

OMI Beef Loin Steak

Omi Beef, the 
old wagyu bran

d of Japan. It
 was once pre

sented to the
 Tokugawa-Shog

unate

as a nutritiou
s medicine for

 its ultimate &
 rich taste. 

We are committ
ed to giving o

ur diners only
 the finest qu

ality of Wagyu
 & it is both 

great to enjo
y

by yourself or
 with friends 

and families.

(1,870)

(2,090)

(1,980)

(5,720)

(5,280)

(880)

(1,100)

(1,210)

(1,430)

(1,540)

(1,650)

Recomme
nd!!

Sukiyaki
 style

+100yen
(110)

卵黄デ
ィップ

で

  ご賞
味くだ

さい

    +1
00円 (

110)

鉄板で表面をカリッと焼き上
げた後、炭火で丁寧に仕上げ

ます。

お時間30分程かかります。 E
stimated cooking time 30

 min.

外カリっ中フワっで焼き上げ
る為、お時間 30分程

かかります。Estimated co
oking time 30 min.

＜トッピ
ング＞

・卵 , ネギ,
餅

   +100円
(110)

・チーズ, そ
ば, オムレツ

   +300円
(330)

・チーズオ
ムレツ

   +400円
(440)

・牛スジ

   +500円
(550)

Add topp
ings

+100yen(
110)

  green 
leek,

   rice c
ake or eg

g

+300yen(
330)

  cheese
, noodles

    o
r omelet

te

+400yen(
440)

  cheese
 omelette

+500yen(
550)

  beef t
endons  

   



【デザート】DESSERT

本日のアイスクリーム ………………450 円

季節のミルクプリン …………………300 円

　にごり杏露酒 ………………………600 円

　ワイン梅酒　4年熟成………………600 円

　あらごし梅酒 ………………………600 円

●果実酒 Fruit Wine

　Nigori Apricot

　Plum Wine (4 Years barrel aged)

　Aragoshi Plum Wine

　レモンサワー ………………………600 円

　ウーロンハイ ………………………600 円

　季節のフルーツサワー ……………700 円

●サワー Sour

　Lemon Sour

　Oolong Sour

　Seasonal Fruits Sour

　角ハイボール ………………………600 円

　ダルマ ハイボール …………………650 円

　ザ シングルトン ダフタウン 12年………900 円

●ハイボール Highball

　Kaku-Highball

　Daruma-Highball

　The Singleton Dufftown 12years

【ドリンク】DRINK

　生ビール　キリンハートランド ………600 円
●ビール BEER

　Draft Beer KIRIN Heartland

( ) 内が税込価格です。
The price in parentheses is tax-included.

Today's Ice Cream

Seasonal Milk Pudding

当店では飲酒運転防止のため、お車でお越しのお客様には、
アルコール類のご提供は差し控えさせて頂いております。
又、20歳未満のお客様に関しても、同様にアルコールのご提供は致しかねます。
何卒ご理解・ご協力いただきますようお願い申し上げます。

As part of the effort to avoid drink & drive, 
we do not serve alcohol for diners who will drive afterward. 
Also, we do not serve alcohol for diners under 20 years old. 
We appreciate your understanding and cooperation. Thank you!

(495)

(330)

(660)

(660)

(660)

(660)

(660)

(715)

(990)

(660)

(660)

(770)



　（芋）富乃宝山 ……………………… 600 円

　（芋）伊佐 大泉……………………… 600 円

　（麦）兼八 …………………………… 700 円

　（麦）赤閻魔 ………………………… 600 円

　（黒糖焼酎）奄美 …………………… 600 円

　（米）八海山よろしく千萬あるべし……… 600 円

●焼酎 Japanese Shochu

　（Sweet Potato）Tomino Houzan

　（Sweet Potato）Isa Daisen

　（Barkey）Kanehati

　（Barkey）Aka Emma

　（Brown Sugar）Amami

　（Rice）Hakkaisan Yoroshiku

【ソフトドリンク】Soft Drink

黒烏龍茶 ……………………………… 600 円

辛口ジンジャーエール ……………… 500 円

オレンジジュース …………………… 500 円

ノンアルコールビール ……………… 500 円

アップルタイザー …………………… 600 円

サンペレグリノ ……………………… 900 円

Black Oolong Tea

Dry Taste Ginger Ale

Orange Juice

Non-Alcohol Beer

Apple Cider

S.Pellegrino

(660)

(660)

(770)

(660)

(660)

(660)

(660)

(550)

(550)

(550)

(660)

(990)

　グラス ………700 円 ボトル ………… 別項
●スパークリング Sparkling Wine

　Glass                                                    Bottle　Refer Wine Menu(770)

～　グラス ………700 円 ボトル ………… 別項
●ワインWine

　Glass                                                    Bottle　Refer Wine Menu(770) ～

(770～)

飲み切りサイズのボトル (180ml) を中心にご用意しております。
詳しくはスタッフまでお尋ねください。
It's prepared in a small bottle(180ml), please ask...

～　綿屋 （他、別項目） …………グラス 700 円
●日本酒 Japanese Sake

　Wataya　(Refer Sake Menu)       Glass



●スパークリングワイン
SPARKLING WINE

カバ　
産地・スペイン　　品種・パレリャーダ、マカベオ、シャレッロ

クリコバ　キュベ　プレステージ
産地・モルドバ　　品・ピノノワール、シャルドネ
芳醇な果実味に旨味溢れる酸味、花のような香り、長い余韻

ドラピエ　カルト　ドール
産地・フランス　　品種・ピノノワール、シャルドネ、ピノムニエ
圧倒的な果実味とスパイシーで黒ぶどうらしい高いアロマ

ドンペリニヨン
産地・フランス　　品種・ピノノワール、シャルドネ
決して揺らぐ事のないワインの完全性が言葉で言い表せない魅力的なワイン

Cava

CRICOVA Cuvée prestige

Drappier Carte d'or Brut

Dom Perignon

Region: Spain    Grape: Parellada, Macabeo, Charrero

Region: Moldova    Grape: Pinot Noir, Chardonnay
Taste: Rich & fruity acidic. Flowerish aroma, lingering taste.

Region: France    Grape: Pinot Noir, Chardonnay, Pinomnier
Taste: Complex taste with overwhelming fruity & spiciness, the great aroma.

Region: France    Grape: Pinot Noir, Chardonnay
Taste: Unbeatable Wine, the complete taste that even words can’ t describe.

Glass 700 円

Bottle 3,600 円

Bottle 6,000 円

Bottle 9,800 円

Bottle 25,000 円

【ワインリスト】
WINE SPECIAL MENU

(770)

(3,960)

(6,600)

(10,780)

(27,500)



●白ワイン
WHITE WINE

カタラット
産地・イタリア　　品種・カタラット
シトラスのような柑橘の爽やかな味わい

シャトー　レグラーヴ
産地・フランス　　品種・ソーヴィニヨンブラン、ミュスカデ
フレッシュな酸味と果実味、ザ・ボルドーの白とも言うべき1本

310  ホワイト
産地・モルドバ　　品種・シャルドネ、フェテアスカレガーラ
白桃やライムの花の香り、フレッシュでエレガントな酸と果実味

サン　スフル
産地・日本　　品種・完熟デラウェア100%
優しい酸味とごくほのかな甘み  ※発泡ワイン

ノーブル　ヒル
産地・南アフリカ　　品種・ソーヴィニヨンブラン100%
爽やかな柑橘系のアロマと透明感のある酸味が口の中に広がるワイン

アルバリーニョ　ラゼルヴァ
産地・ウルグアイ　　品種・アルバリーニョ
フレッシュ感とミネラル感が豊か、酸味とまろやかさのバランスが取れたワイン

ピノ　グリージオ
産地・モルドバ　　品種・ピノグリージオ100%
フレッシュなチェリーや赤い果実の香り、ベルベットのような優雅な味わい

ホープ　マルゲリート　
産地・南アフリカ　　品種・シュナンブラン
マンゴーやアプリコットのような果実味と樽熟成による重厚な味わい

ドメーヌ　シボー　エヴァシオン
産地・フランス　　品種・ソーヴィニヨンブラン
ソーヴィニヨンブランとは思えない程のコク

ジオリス　シャルドネ
産地・アメリカ　　品種・シャルドネ
完熟シャルドネを樽発酵、樽熟成させた濃厚な白ワイン、長い余韻

サシャーニュ　モンラッシェ
産地・フランス　　品種・シャルドネ100%
ピュアなブドウの旨味が詰まってます。世界最高峰の白ワイン

Catarratto

CHATEAU LES GRAVES BLANC

310 WHITE

Sans Soufre

Noble Hill

Albariño Reserva

PINOT GRIGIO

Hope Marguerite

Domaine Gibault Evasion

GEORIS CHARDONNAY

CHASSAGNE MONTRACHET

Region: Italy    Grape: Catarratto
refreshing & tasty citrus flavor 

Region: France    Grape: Sauvignon Blanc, Muscade
Fresh acidic & fruity wines, someone called it, the white wine of The Bordeaux.

Region: Moldova    Grape: Chardonnay & Feteasca 
Feel the aroma of peach & lime, taste the freshness and dryness. 

Region: Japan   Grape: 100% Ripped Delaware
smooth acidic & subtle sweetness ※Sparkling Wine

Region: South Africa    Grape: 100% Sauvignon Blanc
Refreshing Citrus Aroma with slight acidic taste 

Region: Uruguay    Grape: Albarinho
Taste the well-balanced wine of acidic & sweeness, fresh & fine minerality.

Region: Moldova    Grape: 100% Pino Grigio
It’ s famous for its fresh citrus flavor and  zesty acidity.

Region: South Africa    Grape: Chenin Blanc
Mango & Apricot-like fruity taste, rich & aged wine.

Region: France    Grape: Sauvignon Blanc
Unbelievable rich taste that exceeds usual Sauvignon Blanc Wine.

Region: the United States    Grape: Chardonnay
Wooden barrel-aged wine from ripe Chardonnay, lingering taste.

Region: France    Grape: 100% Chardonnay
Condensed with pure-grape taste, so called the best white wine. 

Glass 700 円

Bottle 3,800 円

Glass 800 円

Bottle 4,500 円

Glass 800 円

Bottle 4,500 円

Bottle 5,200 円

Bottle 4,800 円

Bottle 5,400 円

Bottle 5,800 円

Bottle 8,000 円

Bottle 6,000 円

Bottle 15,800 円

Bottle 15,800 円

(770)

(4,180)

(880)

(4,950)

(880)

(4,950)

(5,720)

(5,280)

(5,940)

(6,380)

(8,800)

(6,600)

(17,380)

(17,380)



●赤ワイン
RED WINE

ネロダヴォラ
産地・イタリア　　品種・ネロダヴォラ
木樽で熟成させた、カジュアルながらしっかりした味わい

310   レッド
産地・モルドバ　　品種・カベルネソーヴィニヨン、フェテアスカネグラ
なめらかなタンニン、ドライイチヂクやプラムなどの完熟した複雑な香り

プリウレ　リソン　ルージュ
産地・フランス　　品種・グルナッシュ、シラー
木樽の芳香な香り、飲みごたえある味わい

フィンカラ　エスカーダ　
産地・スペイン　　品種・テンプラニーニョ12ヵ月熟成
鮮烈な果実味とタンニンがありながら、ソフトな口当たり

クロ　マルヴェルヌ
産地・南アフリカ　　品種・ピノタージュ100%　　まるでコーヒーやカカオのような深い味わい、
南アフリカ代表品種ピノタージュの個性を充分表現した果実味あるワイン

ヴァッレセクレト
産地・チリ　　品種・カルメネール
スパイシーな風味と濃厚な果実味がたっぷり

フリーダム　ブレンド
産地・モルドバ　　品種・バスタルド、サペラヴィ、ダラネアグラ
フレッシュなチェリーなど赤い果実の香り、ベルベットのような優雅な味わい

ロッソチェルヴィエーロ
産地・イタリア　　品種・カベルネソーヴィニヨン、コルヴィーナヴェロネーゼ等
ベリーや甘辛いスパイスのニュアンスとタンニンが楽しめる力強い味わい

ド　グレンデル
産地・南アフリカ　　品種・メルロー100%
まろやかで、優しいタンニンの果実味、新樽から生まれるスパイシーで豊かな味わい

メリタージュ　ナパヴァレー
産地・アメリカ　　品種・カベルネソーヴィニヨン、メルロー等
力強く濃厚で長熟、凝縮感あふれる味わい

リオ　デ　メッシ
産地・イタリア　　品種・カベルネソーヴィニヨン80% メルロー20%
コクあり、なめらかな、やや辛口、ビオワイン

NERO D'AVOLA

310 RED

Le Prieure Lison

Finca Estacada

CLOS MALVERNE

Valle Secreto

FREEDOM BLEND

ROSSO CERVIERO

De Grendel

MERITAGE NAPA VALLEY

Rio de' Messi

Glass 700 円

Bottle 3,800 円

Glass 800 円

Bottle 4,500 円

Glass 800 円

Bottle 4,500 円

Bottle 4,800 円

Bottle 4,800 円

Bottle 5,900 円

Bottle 5,800 円

Bottle 7,600 円

Bottle 7,400 円

Bottle 7,800 円

Bottle 9,200 円

(770)

(4,180)

(880)

(4,950)

(880)

(4,950)

(5,280)

(5,280)

(6,490)

(6,380)

(8,360)

(8,140)

(8,580)

(10,120)



●生ビール　●焼酎　●杏露酒　●梅酒　●レモンサワー
●ウーロンハイ　●ハイボール　●ワイン（赤・白）
●オレンジジュース　●烏龍茶　●ジンジャーエール

●Draft Beer  ●Japanese Shochu  ●Apricot wine  ●Plum Wine
●Lemon Sour  ●Oolong Sour  ●Highball  ●Wine (Red・White)
●Orange Juice  ●Oolong Tea  ●Dry Taste Ginger Ale

飲み放題(90分)  2,500 円
90 min All-You-can-Drink (2.750)

店主の独り言
色々な国で仕事をして、強く感じた事。

それは日本にある食材の品質の良さ、素晴らしさでした。

それを生産している方々に感謝の気持ちを込め、

皆さまに少しでもその素晴らしさをお届け出来たらと思い、料理しております。

Soliloquy
What I felt strongly when I worked in various countries.

It was the quality of the ingredients in Japan.

We would like to express our gratitude to the people who produce it,

and we hope to bring it to you as much as possible.


