
群馬県 鳥山牧場
A4等級黒毛和牛 赤城和牛

ランプ

イチボ

サーロイン

3種盛り合わせ 3,280円
（税込3,542円）

2,480円
（税込2,678円）

2,280円
（税込2,462円）

2,280円
（税込2,462円）

150g

100g

100g

100g

肥育から加工まで一貫生産。

創業1948年から受け継がれる鳥山牧場の赤城和牛。牧場

では和牛の血統をきめ細かく管理し、抗生物質、ホルモン剤

などは一切使わず育てられます。また生産情報公表牛肉

JAS規格一括認定を取得しており、徹底した衛生管理で

出荷される安心の牛肉なんです。

鉄板焼

黒毛和種・赤城和牛

「赤城和牛」の故郷は、群馬県の赤城山麓。利根川水系の

豊富な水資源と豊かな自然環境で育ちます。「赤城和牛」は、

旨みの元であるアミノ酸を多く含み、柔らかくきめ細やかな

肉質が特徴。不飽和脂肪酸も多く、融点が低いため、口の中に

入れた瞬間のあの「ふわぁ～」とトロけるような食感が

味わえます。

おいしさの秘密は、牛が伸び伸びと育つことです。飼育時の

モットーは、過度のストレスを与えないよう、また病気の発生を

未然に防ぐことを大切にしています。このため、繋ぎ飼いは

いっさい行わず、十分な休息スペースを与えて、健やかに育て

られているからこそ和牛独特の強い芳香と鮮明な肉色で、

弾力に富んだ高級牛肉になるのです。また赤城和牛は

市場に出回る量も少なく希少価値があると言われています。

TEPPANYAKI

ランプ（もも肉）というと硬いイメージが
あるかと思いますが、黒毛和牛のランプは
程良くサシも入った極上の赤身肉です。

お尻の部分のお肉で、赤身の味わいと
脂の旨みが絶妙なバランスの希少部位です。

日本が世界に誇る「肉の王様」。
口の中でとろけます...

ランプ、イチボ、サーロインを
贅沢に食べ比べ。

A4 赤城和牛



北海道　小澤牧場

北海道の大自然と生産者の情熱が生んだ絶品牛肉。

牛の飲み水には天然地下水を使い、開放式牛舎を

建ててストレスを感じさせない飼育環境を整えるなど、

圧倒的な自然環境を存分に利用した飼育を実践。

牛肉本来のもつ滋味溢れる赤身肉をご堪能下さい。

北海道 小澤牧場

はこだて大沼牛

ランプ

肉塊

肉山

1,600円（税込1,728円）
2,100円（税込2,268円）
3,700円（税込3,996円）
5,500円（税込5,940円）500g

300g

150g

100g

肉塊

肉山

1,400円（税込1,512円）
1,900円（税込2,052円）
3,500円（税込3,780円）
5,000円（税込5,400円）

リブロース

そびえ立つ肉の頂き

名物チョモランマ

7,900円（税込8,532円）

噛み締めるほどに旨味が口中に広がる赤身肉。
焦がしバターにんにく醤油が最高のパートナー。

800g

500g

300g

150g

100g

本日のグラスワイン［赤］ 580円（税込 626 円）



ロース 1,380円
（税込1,490円）

鉄板焼 盛り合わせ
長谷川自然熟成豚・健味鶏 盛り合わせ 1,500円（税込1,620円）

この豚に、真珠はいらない。

一般的な豚肉はシンプル＆タンパクですが、長谷川自然豚

は肉そのものの味が濃く、脂も甘い。脂も甘い。じゃあ

しつこいんじゃない？食べきれる？そう頭によぎってしまった

そこのアナタ、安心してください。長谷川自然豚は本来の

繊細な旨味と甘みを活かすため、味付けは塩のみ。その繊細さ

は脂が口の中でさらさら溶けていくほど。まずはそのまま、

味わってみて下さい。

美しい海岸と世界遺産白神山地の町。
牧場には豚の他にもたくさんの動物たちが放牧されています。

エサは一般的な化学飼料を使わず、じゃがいも、食パン、りんご

…そう、人が普段から食べているもの。それらを発酵させて

作った自家配合の飼料には、生産者の「安全なものを提供する」

という思いが込められています。こうしたエサを食べ、

豚たちは通常より4ヶ月も長く、じっくりと育てられているのです。

生産者：長谷川自然牧場　長谷川光司さん

青森県産

長谷川自然熟成豚

150g

豚肉にとっての最高部位であるロース。
自信があるからこそ、あえてこの一部位のみの
ご用意とさせて頂きました。

豚肉と鶏肉。その素晴らしさを感じることができる一皿です。



甲州健味鶏

鉄板焼 魚介

もも 950円（税込1,026円）

むね 880円（税込950円）

小海老とズッキーニのペペロンチーノソテー
海老×大蒜×唐辛子。お酒がススム肴、できました。

830円
（税込896円）

830円
（税込896円）

680円
（税込734円）

630円
（税込680円）

スルメイカの雲丹バター醤油焼
雲丹×バター醤油に思わずニヤけます。スルメイカとの相性抜群の酒肴。

サザエのエスカルゴバター焼
絶妙な火加減により、プリプリとしたサザエと、キノコの食感が相性抜群です。

ダルマ鮪の筒切りステーキ　ボルケーノフランベ
筒切りにした鮪を鉄板でステーキに。仕上げはテーブルで...

大自然の恵みを受け、ストレスを与えることなく健やかに育てら

れています。純植物性飼料で飼育されており、有用微生物群

およびワイン粕を与え鶏臭さがない、ヘルシーでおいしい

鶏肉です。ブドウに含まれている成分はワインに取り入れている為、

沢山のビタミン、ミネラル、ポルフェノールが含まれています。

鉄板焼の中で、焼くのが最も難しいと
言われているのが鶏むね肉。職人の技をご覧あれ。

皮目はパリっと、中はふんわりジューシー。
「たかが鶏肉」と口にしようものなら、
見事に裏切ってくれるのが甲州健味鶏。

申し訳ありません。少数精鋭です。

お客様から「魚介のメニュー少ないね」と言われます。過去には魚介のメニューを大量投入してみたこともあったのですが ...

やっぱり当店は「お肉の店」と認識して頂けているようで、彼らはなかなか日の目を見ることはありませんでした。結果、

お客様からご支持を頂けたメニューの少数精鋭にはなってしまいましたが、その分、リクエストにはお応えしたいと思っております。

「こんな魚介料理が食べたいんだけど...」など、スタッフになんなりとご相談ください。できる限り、お応えできるようにさせて頂きます。



鉄板焼 野菜

しし唐と豆苗の麻辣炒め
しし唐と豆苗を侮るなかれ。麻辣の刺激的な辛み病み付きに ... お酒が止まりません。

アスパラガスの越後もち豚巻
豚肉に包まれたアスパラは美味しさ倍増。

580円
（税込626円）

730円
（税込788円）

《神奈川県三浦半島直送》

野菜の鉄板焼の盛り合わせ

530円
（税込572円）

650円
（税込702円）

550円
（税込594円）

530円
（税込572円）

450円
（税込486円）

780円
（税込842円）

炎の焼玉ねぎ
ローストして甘味を引き出した玉葱にチーズとベーコン。玉葱はここまで美味しくなります。

エリンギのヒマラヤ岩塩焼
ヒマラヤ岩塩のみで焼き上げ、素材の旨味を引き出しました。

海苔明太じゃがバター
鉄板で焼き上げたホクホク美味しいジャガバターにちょい足し。

明太子と海苔をプラスするだけでおつまみ感が倍増です。

キャベツの塩吹き昆布のせ
創業時から、ファンが愛してやまない一皿。鉄板の上で蒸し焼きにし、

甘味を引き出したキャベツと塩昆布の相性は抜群。

アスパラガスのバター醤油焼
アスパラに食欲そそる焦がしバター醤油を絡めました。

当店自慢の新鮮野菜。神奈川県三浦半島から送られてくる直送野菜のみずみずしさが、

鉄板で焼き上げることでさらに際立ちます。それぞれの野菜にあった焼き上げを、是非お楽しみください。

鉄板焼に欠かせない野菜たちは、時に、主役になります。

三浦野菜 ～ 凝縮された野菜の甘み ～
神奈川県の三浦半島の最南端に位置し、大部分は標高40～60mの台地で、三方に海を見渡せる場所で三浦の野菜は育ちます。

一年を通して温暖な気候で冬でも雪が降ったり霜がおりることはほとんどありません。土壌も豊かで温暖なため、一年中野菜を作る

ことができます。海から潮風が吹くことで、ミネラルを頂き、自然の恩恵をたくさん受けて育ちます。



鉄板焼 粉もの
越後もち豚の豚玉
カリカリに焼いた越後もち豚とたっぷりのキャベツの甘みがウリのシンプルな豚玉。

モダン焼き
「盛りだくさん焼き」。略してモダン焼き、高さが自慢です。

830円
（税込896円）

980円
（税込1,058円）

鉄板焼 逸品
豚とろの西京漬け 鉄板焼
豚とろを味噌床に漬けこんで味を染み込ませました。

しびれ豚 ～四川唐辛子と和山椒を効かせた豚トロ炒め～
口が痺れるほどの刺激。なのに、その旨さに手が止まらない中毒性。ビールが恋しくなります。

出汁醬油で食べる 牛すじと葱の鉄板オムレツ
ゴロゴロ牛スジとどっさり葱をふんわり玉子で包みました。

メガソーセージの鉄板焼［長さ: 45㎝ / 太さ: 2.5㎝］
肉汁注意！こんなソーセージ見た事ない！

厚切りねぎ塩牛タン 鉄板焼
塩漬けにした牛タンは厚切りでも柔らかい。

630円
（税込680円）

680円
（税込734円）

1,200円
（税込1,296円）

1,280円
（税込1,382円）

880円
（税込950円）

鉄板焼屋のマルゲリータ
社内試食会で全員が「これ、ウマい！」と口にした ... ピザ？お好み焼き？？

なんとも不思議なお好み焼き。

730円
（税込788円）

「酒がすすむ」。その言葉がもっとも相応しい、自信作たち。

「お好み焼き専門の職人さんですか？」…当店のある鉄板職人はお客様にそう問いかけられたそうです。高さにこだわり、丸みにこだわり、

外側はカリッと、中はふんわりトロッと。ソースの艶、マヨネーズとともに鉄板に落ちて焼かれる芳ばしい香り。お客様のご注文される

メニューに脇役などありません。当たり前の調理法などありません。もっと美味しく、もっと感動を。鉄板職人のお好み焼き…必食です。

1 枚の芸術品。



冷菜
牛生ハムのカルパッチョ

おふくろのこだわり漬物
「おふくろ」とは、名ばかりではありません。本当におふくろが作っているのです。

冷やしトマト
素材に拘り、温度に拘り、シンプルイズベスト。

セロリポン酢 サクサク牛蒡のせ
さきイカがいい仕事しています。シャキシャキ、サクサクの食感がイイ感じ。

季節野菜の和風ピクルス
彩り鮮やかな野菜達を土佐酢でさっぱりと仕上げました。

鶏軟骨の味噌漬け
鶏膝軟骨を味噌床に漬けました。お酒の肴に是非。

冷製 蛤の酒蒸し
蛤の酒蒸しを冷たく仕立てました。日本酒が恋しくなる肴です。

830円
（税込896円）

炙り〆鯖明太
脂ののった〆鯖にたっぷり明太子。驚きの相性の良さをみせる両者を豪快に炙ります。

780円
（税込842円）

口どけ牛肉のポテトサラダ
こんなポテサラ初めて！テーブルの上で牛肉を ...

780円
（税込842円）

480円
（税込518円）

480円
（税込518円）

530円
（税込572円）

580円
（税込626円）

480円
（税込518円）

480円
（税込518円）

じっくり焼き上げる鉄板焼を待つ時間に味わう、喜び。

通常、生ハムといえば豚肉ですが、イタリアのロンバルディア州にあるヴァルテッリーナ地方には古くから牛肉で生ハムを作る歴史が

あります。塩漬けにした牛肉に、赤ワインはハーブで香りをつけ、味にコクと深みを出します。是非とも赤ワインと合わせながら

お召し上がり頂きたい、贅沢な生ハムです。

牛肉の生ハム？



チーズ

サラダ

春菊とパクチーのシンプルサラダ
食べる程に止まらない、別名ヤミツキサラダ。是非、お肉と一緒に。

ガーデニングサラダ
土に見えるのはイカスミを混ぜたパン粉をローストした物です。見た目もガーデンなサラダです。

厚切りベーコンのシーザーサラダ
ベーコンの香ばしい香りが、決めて。ひと味違うシーザーサラダです。

長谷川熟成豚の生姜焼きサラダ
サラダなのに口に入れると不思議！生姜焼きの風味が広がります。

社内試食会で圧倒的一番人気でした。新メニュー開発会議にて勉強熱心な女性キッチンスタッフが提案して、

拍手喝采を浴びた一皿です。「目からウロコ」とは、まさにこのことだったと思います。

ありそうでなかった、絶対におすすめしたい一皿です。

クリームチーズの甘酒醤油漬け
ワインはもちろん、日本酒にも相性の良いチーズできました。

カマンベールチーズの酒粕味噌漬け
洋の発酵食品＝チーズ、和の発酵食品＝味噌と酒粕。

発酵と発酵の掛け合わせは、香りを芳醇にし、コクを深めることで相性が良いとされています。

また、漬けた時間によって味わいが違うのも、発酵モノの醍醐味。チーズのクセを残しながら、

味噌と酒粕の香りをほんのりまとわせる。あるいは、味噌と酒粕の力強さを際立たせて、

チーズの食感だけを残す。今日の“漬け”具合は如何なものか？

チーズ 3種盛り合わせ
その日の仕入れにより、内容は変わります。

680円
（税込734円）

730円
（税込788円）

850円
（税込918円）

500円
（税込540円）

950円
（税込1,026円）

480円
（税込518円）

880円
（税込950円）

Salad / Cheese

お酒を飲むなら当然、チーズは外せません。
旨酒のお供と言ったら、やはりチーズは外せません。特に当店はワインにチカラを入れておりますので、尚更。もちろん、チーズにも職人の一手間を

加えております。ワインだけでなく、日本酒、焼酎にも…肴に迷ったら、とりあえず頼んでみてはいかがでしょう。



馬

馬 赤身刺し
クセが無く、

馬肉本来の味を楽しめます。

馬 タテガミ刺し
馬肉特有の希少部位。

コラーゲンを多く含み、美容に良いとされています。

730円
（税込788円）

730円
（税込788円）

肉刺し

優秀なスタミナ源
優秀なスタミナ源である馬肉は、カルシウム・

ビタミンが非常に豊富で、なんと鉄分は

ホウレン草やひじきよりも多く含まれています。

豊富にバランスよく含まれたアミノ酸。馬肉

には、身体のエネルギー源として、一番最初に

消費される「グリコーゲン」が牛肉の三倍強

多く含まれています。

馬肉は低カロリー
牛や豚の約1/3の低カロリーで、低カロリーといわれているラムに比べても約半分。馬肉は、

もともと脂肪が少ないお肉ですが、体内に蓄積されにくい、リノレン酸・リノール酸といった

善玉コレステロールの「不飽和脂肪酸」が多く含まれ、太りにくいお肉なのです。

安全安心なお肉
高い体温の動物である馬は、菌や寄生虫がつきにくく、抗生物質やホルモン剤等、

与えることがなく薬品に侵されていません。健康で安心な肉といえます。



盛り合わせ

鶏

和牛 レバとろ

和牛

牛のレバとろがさらに旨さ増して帰ってきました。あの食感と濃厚さ。あの味がまた食べられますよ。

和牛 特上バラ
はっきりとした霜降りと濃い脂の旨味が特長。とろける味わい。

和牛 上赤身
さっぱりしているのに噛むほどに確かな旨味を感じられる赤身。

夢創鶏　鶏刺し
宮崎県産の夢創鶏を使用。

鶏本来の旨味がしっかり、且つ、ジューシーな味わい。

和牛刺し 3 種盛り合わせ［ 和牛特上バラ・和牛上赤身・和牛レバとろ ］ 1,780円
（税込1,922円）

肉刺し 3種盛り合わせ［ 和牛特上バラ・馬 赤身・鶏 ］

680円
（税込734円）

880円
（税込950円）

980円
（税込1,058円）

680円
（税込734円）

1,580円
（税込1,706円）

Sashimi

牛肉の生食提供が禁止されてから今に至るまで５年以上の歳月をかけ、研究してきました。栄養学、食品衛生額、食品微生物の科学

まで、徹底的に研究しました。また、使用する肉の部位、下処理、加熱方法も何度も試し、安全性、味と明確な根拠ある方法を見つけ出すこと

ができました。綿密な温度設定の真空加熱調理により、限りなく生に近い食感の和牛の美味しさを表現する事が国に定められた基準

の範囲内で叶いました。滑らかな食感と口にした時の温度感は、肉が持つ、素材の最大限の味を十二分に味わって頂けると思います。

どうしたら加熱した牛肉で 生に近い味わいを再現できるのか？

徹底した温度管理の元、一枚一枚丁寧に焼き上げました。

育てる段階から一番注意している『鶏肉の臭い』。その違いが

一番分かりやすいのが生食です。鮮度はもちろん申し分なく、ムネは

とろける舌触り、モモは皮の歯ごたえ。どちらの部位も雑味

臭味は一切ありません。炙りの風味が後を引き、その美味しさを

引き立てています。1羽1羽自分の子供の様に育てられた夢創鶏の

『味』をご堪能ください。



温菜
《蒸》

《揚》

《煮》

まるごとトマトの揚げ出し
熱々注意！トマトをまるごとの揚げ出しです。

牛スジの八丁デミコロッケ

1年間に1,000皿以上売れている「冷めても美味しい」最強のフライドポテトです。

時間をかけて炊いた牛すじをたっぷり詰め込んだコロッケ。

八丁味噌とデミグラスソースが作り出す、濃厚な味わいをお楽しみ下さい。

とろける牛タン煮
牛タンを崩れるまで柔らかく煮込みました。

カリカリフライドポテト［ プレーン / チーズ黒胡椒 / 旨味山椒塩 ］

大山鶏の唐揚げ
鳥取県大山の裾野で恵まれた自然環境、

綺麗な空気と新鮮な地下水を十分に与え、大切に育てられています。

6時間煮込み 飲める豚とろ
塊のままお出しします。箸でほろほろ崩れますから。

国産牛リブロースと季節野菜のせいろ蒸し
大判の国産牛リブロースを季節野菜と共に軽く蒸しあげました。

1,280円
（税込1,382円）

三浦野菜のせいろ蒸し
新鮮な産直野菜を蒸しあげました。素材の旨味を堪能して下さい。

780円
（税込842円）

国産牛リブロース 炙り肉じゃが
国産牛リブロースを贅沢に使いました。

この新しいスタイルの肉じゃがはお客様の目の前で完成致します。

480円
（税込518円）

580円
（税込626円）

580円
（税込626円）

730円
（税込788円）

880円
（税込950円）

680円
（税込734円）

650円
（税込702円）

Hot dishes

せいろというと手の込んだ蒸し料理を思い浮かべがちですが、そんなことはありません。蒸し料理はうまみが逃げない

ので、シンプルに素材を蒸すだけで十分美味しくなります。例えば、ふだん野菜炒めに使っている野菜と肉を

蒸してみれば、その美味しさにきっと驚くことでしょう。蒸し料理は茹でるよりも食材のうまみや栄養が逃げにくく、

油を使わないのでヘルシーな、非の打ち所がない調理法です。

野菜と肉がもつ本来の甘さを実感



デザート
本日のジェラート

濃厚クレームブリュレ
濃厚なブリュレ。手作りだからなせる業。本日の満足度はこの一品で最高潮に高まります。

チョコパフェ マウンテン
チョコレートブラウニーとバニラアイスをクレープで包みました。そびえ立つクレープの完成です。

450円（税込486円）

500円（税込540円）

780円（税込842円）

Okonomi-yaki / Dessert

〆
定番の焼飯 特製ガーリックライス
鉄板焼屋の〆と言ったら、ガーリックライス。定番だから旨いんです。

明太子の焼飯 半熟チーズ玉子包み
明太焼き飯をトロトロの半熟玉子で包みました。鉄板職人の技光る逸品です。

山葵香る梅とじゃこの焼そば
浅草開花楼特製麺で作る焼きそばは格別。梅の風味が爽やかな焼きそばです。

780円
（税込842円）

ぺったんこ焼きおにぎり カラスミがけ
新しい鉄板焼きおにぎりは、パリッとカリッと食べるスタイル。つまみでもイケます。

780円
（税込842円）

鉄板角煮炒飯
鉄板焼の職人が鉄板で作る本気の炒飯。食べ始めると中から…

830円
（税込896円）

880円
（税込950円）

650円
（税込702円）

鉄板による、鉄板のための、〆。




