
熟成和牛ロース

上カルビ

熟成肉の香り、旨みをお試しいただくのに最適な赤身肉です。

ジューシーなカルビに熟成された旨味がプラスされ食べ応えのある一押し部位です

熟成和牛

上物希少部位

ササミ

インサイド

マクラ

カイノミ

イチボ

クラシタ

切りだすと笹の葉に似ている一頭から３キロしか取れない希少部位です。

ハラミの近くの部位。カルビのような旨味とハラミに似た食感です。

肩ロースの中の部位。しっかりした歯応えで熟成の旨味を堪能していただけます。

バラの一部でヒレ肉近くの希少部位。脂が控えめで柔らかいです。

お尻先端の部分で、赤身でもとろける柔らかさと旨さです。

肩ロースの一部で、柔らかく甘みと熟成香が際立ちます。

クリ

ウワミスジ

トウガラシ

シンシン

トロカルビ

腕の一部にある栗の形をした部位。適度な霜降りと柔らかさです。

本みすじの上の部分にある、柔らかく脂が少なめの部位です。

一頭からわずか約２キロしか取れない希少部位。甘くてさっぱりとした赤身肉。

芯玉の中心部分のお肉で赤身の中でも抜群の柔らかさ。

タテバラの中でも極上の部分だけを厳選。とろけるうまさは絶品です。

熟成和牛カルビ

和牛ならではの脂の旨味に熟成の凝縮
された旨味が加わりました。

おろしポン酢ロース

ロース肉に特製のおろしポン酢をのせた
まま片面を焼き上げます。

ランプ
お尻のお肉で赤身肉でも特に柔らかい
部位です。

リブ芯ロース
リブロースの中心部です。上質な旨みと甘みを堪能できる一品です。

（　　       ）税
込1,408円1,280円

（　　       ）税
込2,816円2,560円

（　　       ）税
込1,518円1,380円

（　　       ）税
込1,980円1,800円

（　　       ）税
込1,980円1,800円

（　　       ）税
込2,530円2,300円

（　　       ）税
込1,980円1,800円

（　　       ）税
込2,530円2,300円

（　　       ）税
込2,530円2,300円

（　　       ）税
込2,200円2,000円

（　　       ）税
込2,530円2,300円

（　　       ）税
込1,980円1,800円

（　　       ）税
込1,980円1,800円

（　　       ）税
込1,980円1,800円

（　　       ）税
込2,178円1,980円

（　　       ）税
込1,980円1,800円

1人前

2人前

（　　       ）税
込1,408円1,280円

（　　       ）税
込2,816円2,560円

1人前

2人前

（　　       ）税
込1,958円1,780円



クラシタ芯

本みすじ

ザブトン

トモ三角

クラシタの中でも特に細やかな肉質で、箸でもほぐれる柔らかさ。

細かく入った霜降りは極上で、キメの細かい肉質は芸術的です。

肩ロースの中で最もおいしい幻の部位です。極上の肉の甘みです。

モモの中で最も霜降りの入る部位。一頭から約２キロしか取れない希少部位です。

旨熟成“極”

信州産豚カルビ

信州産福味鶏

肉のキメが細かく焼いてもふっくらと柔らか。ジューシーなうまみたっぷりの豚カルビです。

信州を代表する銘柄鶏です。指定農場の平飼鶏舎にてのびのびと飼育された
ヘルシーで美味しい鶏肉です。

信州産豚、鶏、ソーセージ

サーロイン

味、香りとも最高級の部位。一度食べた
ら忘れられない味です。

マキ

リブ芯ロースを巻いているお肉で、細か
い霜降りは口の中でとろけます。

大トロカルビ

これぞカルビの王様！！ 口に入れた瞬間
に舌の上でとろけます。

特選ヒレ

ヒレの中でも特に柔らかいところをカット。
希少中の希少部位です。

信州ハム軽井沢工房
ソーセージ盛り合わせ

本場ドイツスタイルのソーセージです。余分
なものが添加されていない、お肉本来のお
いしさが引き立つソーセージです。
※種類はスタッフへお尋ねください。

信州ハム軽井沢工房
黒豚乾塩厚切りベーコン

黒豚のばら肉をドイツ産の岩塩を使用して
乾塩製法で長期間漬込み、スモークをじっ
くりとかけ薫り高く仕上げたベーコンです。

（　　       ）税
込3,850円3,500円

（　　       ）税
込3,850円3,500円

（　        ）税
込968円880円

（　        ）税
込968円880円

（　        ）税
込440円

（　        ）税
込440円

（　        ）税
込440円

（　        ）税
込440円

400円

400円

400円

400円

（　　       ）税
込3,850円3,500円

（　　       ）税
込3,850円3,500円

（　　       ）税
込4,180円3,800円（　　       ）税

込3,850円3,500円

（　　       ）税
込3,850円3,500円（　　       ）税

込3,850円3,500円

（　　       ）税
込1,298円1,180円

（　　       ）税
込2,178円1,980円

3本

5本

（　　       ）税
込1,320円1,200円

粗挽きソーセージ

ハーブソーセージ

チョリソーソーセージ

チューリンガーソーセージ



ランチタイム特別メニュー 11：0 0 ～ 1 6：0 0 までのご提供です

熟成和牛
ハンバーグ
ライス・サラダ付

数量限定

熟成エイジングビーフ
極み部位ランチ

極み部位 3種各 2枚 120g、
ライス、キムチ・ナムル計 5種、
スープ、杏仁豆腐付

ライス大盛無料

熟成和牛の中でも最高級部
位から3種類を盛り合わせたラ
ンチメニューです。
部位の種類は日替わりです。

熟成和牛の挽肉と玉ねぎが主原
料のシンプルな手作りハンバーグ。 
黒デミグラスソースで。

熟成和牛焼肉
ランチ

カルビ90ｇ、ライス、
キムチ・ナムル計 5種、
スープ、杏仁豆腐付

ライス大盛無料

和牛の旨味をお得に堪能して
いただけるランチメニューです。

熟成エイジングビーフ
希少部位ランチ
希少部位 3種各 2枚 120g、
ライス、キムチ・ナムル計 5種、
スープ、杏仁豆腐付

ライス大盛無料

和牛一頭まるごと熟成ならではの
希少部位を3種類盛り合わせたラ
ンチメニューです。
希少部位の種類は日替わりです。

黒毛和牛 熟成

黒毛和牛 熟成 黒毛和牛 熟成

黒毛和牛 熟成

（　　       ）税
込　2,640円2,400円

（　　       ）税
込1,980円1,800円（　　       ）税

込3,630円3,300円

（　　       ）税
込　4,620円4,200円



特選熟成和牛５種盛り合わせ

盛り合わせ

特選熟成和牛３種盛り合わせ

黒毛和牛 熟成 黒毛和牛 熟成

（　　       ）税
込（　　       ）税

込 5,280円4,800円
（　　       ）税

込7,920円7,200円
２人前

3人前

特選熟成和牛７種盛り合わせ

当店自慢の希少部位、赤身、本日のおすすめ部位を盛
り合わせにしました。色々な部位を食べ比べしたい方にお
すすめです。
※人数に合わせてお作りします。 ※写真は 4 人前です。

希少部位 5 種の盛り合わせです。
※人数に合わせてお作りします。 ※写真は 2 人前です。

希少部位 3 種類の食べ比べです。
※人数に合わせてお作りします。 ※写真は 2 人前です。

黒毛和牛 熟成

（　　         ）税
込

7,392円6,720円
11,088円10,080円

２人前

3人前

エイジングおすすめ
赤身盛り合わせ（数量限定）

熟成（エイジング）の効果を感じていただけ
る赤身だけの盛り合わせです。美味しく柔
らかくヘルシーに！

黒毛和牛 熟成 黒毛和牛 熟成 黒毛和牛 熟成

（　　       ）税
込3,168円2,880円

特選カルビ盛り合わせ

アバラや腹側の部位の総称カルビをいろ
いろなカットで盛り合わせました。ジュー
シーで甘みの強いカルビを堪能できる一
皿です。

熟成和牛と北海道産三元豚カルビ・大
山鶏・ハラミの盛り合わせです。

（　　       ）税
込3,168 円2,880円

和牛、鶏、豚盛り合わせ
（　　       ）税

込7,480 円6,800円
サーロインステーキ

熟成されたサーロインを厚切りステーキ
カットでお召し上がりください。

黒毛和牛 熟成

（　　       ）税
込8,580円7,800円200ｇ

（　　       ）税
込3,168円2,880円

（　　       ）税
込4,752円4,320円

２人前

3人前



（　　       ）税
込1,078円980円

ホルモン３種盛り合わせ

ホルモン

ユッケ

ホルモン５種盛り合わせ
いろいろな味わいをちょっとずつ楽しみたいとき大満足の盛り合わせです。

極上芯タン（数量限定）

上タン塩（数量限定）

こりこりタン

ハラミ

上ミノ

ギアラ

上ホルモン

レバー

コプチャン

芯の部分を贅沢に厚切りにしました。最高級のタン塩です。

シンプルな塩で食べる牛タンはやっぱり最高。焼きすぎ厳禁です。

コリコリとした食感が楽しめる新ジャンルの牛タンです。

上質な旨みと柔らかさが特徴の人気メニューです。

第一胃袋。シャキシャキな食感がクセになるホルモンです。

第四胃袋。味に深みがあるホルモン。是非お試しを！！

ぷりぷりな食感で、ジューシーな脂はコラーゲンたっぷりです。

鮮度抜群でビタミン・鉄分が豊富！！甘みとコクを感じてください。

ぷりぷりの食感がたまらない。脂の甘みが口いっぱいに広がります。

厳選した新鮮ホルモンをお得に味わっていただける一皿です。

（　　       ）税
込4,180円3,800円

（　　       ）税
込2,948円2,680円

（　　       ）税
込1,650円1,500円

（　　       ）税
込1,320円1,200円

（　　       ）税
込1,045円950円

（　　       ）税
込1,848円1,680円

（　　       ）税
込2,178円1,980円

（　　       ）税
込1,210円1,100円

（　　       ）税
込1,045円950円

（　　       ）税
込1,045円950円

とろけるユッケ

熟成和牛を低温調理し
極薄にスライス。
なめらかでとろける
食感のユッケです。

（　　       ）税
込1,518円1,380円

※牛タンは仕入れ価格の高騰と品薄状態が続いているため、数量限定となります。



先付け

ペチュキムチ（白菜）

じっくり漬け込んだ韓国漬け物で
王道の白菜キムチです。

オイキムチ（胡瓜）

和風だしに漬け込んだ、
あっさりした胡瓜キムチです。

豆もやしナムル

食感が楽しい豆もやしを
自家製だれで仕上げました。

カクテキ（大根）

消化を助ける効果のある、
風味豊かな大根キムチです。

（　　       ）税
込1,188円1,080円

ナムル盛り合わせ

本日おすすめの自家製ナムル
４種類の盛り合わせです。

（　　       ）税
込1,188円1,080円

キムチ盛り合わせ

当店自慢のキムチ
（白菜、大根、胡瓜）
の盛り合わせです。

（　        ）税
込660円600円 （　        ）税

込660円600円

薬味

サンチュ味噌

ガーリックチップ

玉子

（　        ）税
込110円100円

（　        ）税
込110円100円

（          ）税
込55円50円

おろしポン酢

味付きネギ

温泉卵

（　        ）税
込110円100円

（　        ）税
込385円350円

（　        ）税
込110円100円

（　        ）税
込660円600円 （　        ）税

込638円580円
韓国のり

ごま油香るおつまみのりです。

韓国のり

（　        ）税
込385円350円



野菜

チョレギサラダ

焼肉屋のサラダで№１。

サンチュ

昔は貴族王族しか食べられなかった
サンチュは千金菜とも呼ばれます。

（　        ）税
込990円900円 （　        ）税

込770円700円
にんにくホイル焼き

にんにくをごま油でホイル焼きに。

（　        ）税
込638円580円

信州地野菜

軽井沢産
高糖度とまと“アメーラ”

糖度が高く酸味とのバランスも良い
フルーツトマトの最高品種です。

信州地野菜サラダ

季節ごとに信州の旬を味わうことができる
素材の良さを引きだしたサラダです。

信州地野菜焼き

地野菜は焼くことにより甘味が増します。
季節により内容が異なりますので、
内容はスタッフまでお尋ねください。

※写真はイメージです。

（　　       ）税
込1,430円1,300円

（　        ）税
込880円800円

（　        ）税
込968円880円

ぶつ切りキャベツ

消化促進に効果のあるキャベツを
シンプルに。箸休めにどうぞ。

（　        ）税
込132円120円



ごはん

野菜のビビンバ

自家製ナムルを使ったシンプルな味わい
のビビンバです。

石焼ビビンバ

カリカリおこげのシンプルな石焼ビビンバ。
〆の定番です。

石焼熟成ガーリックライス

サイコロステーキがゴロゴロのった
旨みたっぷりガーリックライスです。

石焼和牛ビビンバ

熟成和牛の細切り肉とナムルの旨みで
ご飯をさらに美味しくします。

玉子クッパ

優しい味わいのシンプルなクッパです。

（　　       ）税
込1,628円1,480円 （　　       ）税

込1,628円1,480円

ソルロンタンクッパ

あっさり派にはおすすめのコラーゲン
たっぷり韓国風健康雑炊です。

（　　       ）税
込1,078円980円

ユッケジャンクッパ

辛口スープの韓国風雑炊はお肉、
野菜がふんだんで満足の一品です。

（　　       ）税
込1,078円980円

（　　       ）税
込1,408円1,280円（　        ）税

込990円900円

（　        ）税
込946円860円

ライス

小
中
大

（　        ）税
込275円250円

（　        ）税
込363円330円

（　        ）税
込418円380円

京都の老舗米屋「八代目儀兵衛」が
選び抜いたお米を使用しています。
味の濃さ・香り・ツヤはいずれも格別で、
何杯でも食べられるほどの味わいです。



スープ

麺

冷麺

焼肉の〆にはさっぱり味の冷麺！
コシの効いた生麺をお楽しみください。

玉子スープ

じっくり６時間かけて仕上げたスープに
ふわふわの玉子で仕上げました。

韓国のりスープ

韓国海苔とわかめをたっぷり使った
コクのあるスープです。

ソルロンタンスープ

牛骨を１２時間かけて炊いたあっさりして
いてコクのあるスープ。

ユッケジャンスープ

熟成肉を使った特製ヤンニョム仕立て
の辛口スープです。

冷麺
（大盛り）

紀州梅で、よりさっぱりに仕立てました。
梅干しを溶きながらお楽しみください。

紀州梅冷麺（ハーフ）

（　　       ）税
込1,188円1,080円

（　　       ）税
込1,353円1,230円

（　　       ）税
込1,298円1,180円紀州梅冷麺

紀州梅冷麺
（大盛り）

（　　       ）税
込1,463円1,330円

冷麺（ハーフ）
（　        ）税

込770円700円 （　        ）税
込858円780円

（　        ）税
込858円780円 （　        ）税

込858円780円 （　        ）税
込990円900円 （　        ）税

込990円900円



デザート

杏仁豆腐

お口の中でふわっととろける
本格的な杏仁豆腐です。

バニラアイス

シンプルなバニラアイスクリームです。

季節のフルーツの香りが上品なシャーベットです。
内容はスタッフにお尋ねください。

Dessert

フルーツシャーベット

お子様お子様Kids Menu

お子様プレート

ハンバーグがメインのお子様用ランチプレートです。

ハンバーグ、チキンナゲット、ウインナー、ライス、ふりかけ
デザート、ジュース

※写真はイメージです。

おもちゃ付き

（　        ）税
込528円480円

（　        ）税
込528円480円

（　        ）税
込528円480円

（　        ）税
込990円900円


