
　　　　　　　　当店の正肉は全て兵庫県西脇市の神牧場と呼ばれている川岸牧場の神戸 BEEF を一頭買い
　　　　　　しております。六本木本店オーナーと川岸畜産社長は高校時代同じ野球部の先輩後輩で、
　　　　　同じ時間を過ごした間柄であり強固な絆で最高品質の神戸 BEEF を仕入れております。
　また、当店の内臓肉は川岸牧場産（神戸 BEEF）の内臓を一頭買いしております。
タン、ハラミなどの追加仕入の必要な部位は東京食肉市場で仕入れたものを中心に使用しております。
内臓などは数に限りがございますので売り切れの際はご容赦下さい。
特選ハラミは日によって希少部位のサガリになる場合があります。
レバーは必ず焼いてからお召し上がりください。

当店は創業から安心安全はもちろん、全ての食材において最高品質にこだわっております。
生産者の想いを最大限に受け継ぎ、神戸 BEEF に真摯に向き合っております。
本日は最高級神戸 BEEF をお楽しみ下さい。

当店の正肉は全て兵庫県西脇市の神牧場と呼ばれている
川岸牧場の神戸 BEEF を一頭買いしております。
当店オーナーと川岸畜産社長は高校時代同じ野球部の先輩後輩で、
同じ寮で同じ時間を過ごした間柄であり、
強固な絆で最高品質の神戸 BEEF を仕入れております。
また、当店の内臓は川岸牧場産（神戸 BEEF）の内臓を
一頭買いしております。タン、ハラミなど追加仕入れの必要な部位は
全て東京食肉市場直送で仕入れており国産のみを使用しております。
当店では一切、海外産は使用しておりません。
タンは全て希少性の高い黒毛和牛タンを使用しております。
その為、数に限りがございますので売り切れの際はご了承下さい。
特選ハラミは日によって希少部位のサガリになる場合があります。
レバーは必ず焼いてからお召し上がり下さい。
当店は創業から安心安全はもちろん、全ての食材において
最高品質にこだわっております。生産者の想いを最大限に受け継ぎ、
神戸 BEEF に真摯に向き合っております。
本日は最高級神戸 BEEF をお楽しみ下さい。

・泥酔されている方、大声や他のお客様への迷惑行為をされている方は
　退店して頂く場合がございますのでご注意のほどよろしくお願い致します。
・当店はお会計より１０％のサービス料を頂いております。
・当店は混み合った場合、２時間制（LO.１時間半）とさせて頂いております。
・店内の物を破損した場合や汚した場合は修理代金などをご請求させて頂く
　場合がございますのでご注意のほどよろしくお願い致します。

店内でのお願い

安心安全の品質へのこだわり

店内でのお願い
・泥酔されている方、大声や他のお客様への迷惑行為をされている方は
　退店して頂く場合がございますのでご注意のほどよろしくお願い致します。
・当店はお会計より 10％のサービス料（個室料含む）を頂いております。
・当店のお席時間は 2時間制（LO.1 時間半）とさせていただいております。
・店内の物を破損した場合や汚した場合は修理代金などを御請求させていただく
　場合がございますのでご注意のほどよろしくお願い致します。



【コース】

おまかせ上コース     8,000 円

おまかせ極みコース  18,000 円

しゃぶしゃぶコース    8,800 円

・前菜3種・グリーンサラダ・黒毛和牛上タン塩・神戸牛塩焼き物3種
・神戸牛タレ焼き物3種・逸品料理・神戸牛ホルモン焼き
・BEEFMAN焼きしゃぶ・〆物・デザート

（税込み価格）

  8,800 円

19,800 円

・前菜3種・サラダ・神戸牛炙り握り
・しゃぶしゃぶ
　黒毛和牛上タンしゃぶ
　神戸牛ザブトンしゃぶ
　神戸牛ロースしゃぶ
・野菜盛り
・〆物・デザート

・前菜3種・グリーンサラダ・黒毛和牛厚切りタン塩・神戸牛生ユッケ
・神戸牛塩焼き物3種・神戸牛タレ焼き物2種・神戸牛希少部位
・逸品料理・本日のステーキ・BEEFMAN焼きしゃぶ
・〆物・デザート

追加しゃぶしゃぶ

タンしゃぶ  （2 枚）     800 円
ザブトンしゃぶ （2枚）  1,200 円
ロースしゃぶ （2枚）  2,000 円
野菜盛り  1 人前  1,000 円
うどん  1 人前     500 円

・上記コースの内容は一例です。コース内容は全ておまかせとなっております。
・別途、サービス料10％を頂戴致します。
・コース受付時間は22時までとさせていただきます。
・お席時間は2時間とさせていただきます。
・コースのご注文は同じコースを人数分のご注文とさせていただきます。
・コースのご注文は2名様以上とさせて頂きます。
・苦手なものやアレルギーがある方は事前にお申し付けください。

注意事項

  9,680 円











ネギ塩タン切り落とし   2,200 円

ネギタン塩    　　　　2,500 円

上ネギタン塩　　　　   2,900 円

上タン塩　　　　    2,800 円

特選ハラミ      2,900 円

シマチョウ    　    800 円

ネギ塩ホルモン   　    800 円

ピリ辛ホルモン   　    800 円

ミックスホルモン    1,400 円

レバー       1,400 円

【ホルモン】

2,420 円

2,750 円

3,190 円

3,080 円

3,190 円

  880 円

  880 円

  880 円

1,540 円

1,540 円

（税込み価格）

当店の内臓肉は川岸牧場産（神戸 BEEF）の内臓を一頭買いしております。
タン、ハラミなどの追加仕入の必要な部位は東京食肉市場で仕入れたものを中心に
使用しております。
内臓などは数に限りがございますので売り切れの際はご容赦下さい。
特選ハラミは日によって希少部位のサガリになる場合があります。
レバーは必ず焼いてからお召し上がりください。



玄米ご飯 （小）     250 円

   （中）     350 円

   （大）     450 円

白いご飯 （小）     200 円

   （中）       300 円

   （大）       400 円

ガーリックライス  　　1,200 円

カレーライス        600 円

冷麺      1,200 円

神戸 BEEF そぼろ丼     900 円

カルビスープ    1,000 円

ユッケジャンスープ        900 円

たまごスープ         800 円

本日のシャーベット      400 円

バニラアイス　　　　　　    400 円

自家製杏仁豆腐       500 円

【スープ】

【デザート】

【〆】

1,100 円

  990 円

  880 円

（税込み価格）

  275 円

  385 円

  495 円

  220 円

  330 円

  440 円

1,320 円

  660 円

1,320 円

  990 円

  440 円

  440 円

  550 円

※スープ類はプラス 300 円でクッパにできます。

※カレーライス、ガーリックライス、そぼろ丼はプラス 50 円で玄米に変更できます。

「おいしい玄米炊けてます。」

糖質を気にされている方にも最適 !!

玄米には糖の代謝をサポートするビタミン B1、アミノ酸の働きを

サポートするビタミン B6、骨や歯を作るマグネシウム、貧血を

予防する鉄分、不足しがちな食物繊維が豊富に含まれています。

美容と健康にぜひ一度お試しくださいませ。



ビール

梅酒・果実酒

日本酒

焼酎

ウイスキー・ハイボール

お茶割り・サワー

ワイン・泡

ソフトドリンク

生ビール（スーパードライ） 　￥８００

瓶ビール（スーパードライ） 　￥８００

ノンアルコールビール  　￥６００

梅乃宿　あらごし梅酒　  　￥８００

梅乃宿　あらごしゆず  　￥８００

ノンアルコール梅酒  　￥６００

鶴齢（新潟）　純米 1合 　￥８００

〆張鶴（新潟）純米吟醸 1合 　￥９００

酔鯨（　　純米大吟醸 1合 ￥１０００

魔王  【芋】  ￥１８００

富の宝山 【芋】  　￥８００

三岳  【芋】  　￥８００

吉四六 【麦】  　￥８００

鳥飼  【米】  　￥９００

ハイボール    　￥８００

コークハイボール   　￥８００

ジンジャーハイボール  　￥８００

知多（ロック・水割り・ハイボール） ￥１０００

白州（ロック・水割り・ハイボール） ￥１０００

緑茶割り～特定保健用食品緑茶使用～ 　￥８００

黒烏龍茶割り   　￥８００

抹茶割り    　￥８００

コーン茶割り   　￥８００

レモンサワー   　￥８００

和歌山温州みかんサワー  　￥８００

緑茶～特定保健用食品緑茶使用～  　￥６００

黒烏龍茶    　￥６００

抹茶     　￥６００

和歌山温州みかんジュース 　￥６００

コーン茶    　￥５００

コカ・コーラ   　￥５００

ジンジャーエール   　￥５００

グラスワイン　赤・白  　￥７００

他、ボトルワイン、シャンパン
スパークリング、スタッフまで
　

（税込み￥８８０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥６６０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥６６０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥９９０）

（税込み￥１１００）

（税込み￥１９８０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥８８０）

(税込み￥９９０）

（税込み￥７７０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥１１００）

（税込み￥１１００）

（税込み￥８８０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥８８０）

（税込み￥６６０）

（税込み￥６６０）

（税込み￥６６０）

（税込み￥６６０）

（税込み￥５５０）

（税込み￥５５０）

（税込み￥５５０）


