
南国黒牛
厚切りステーキ

南国黒牛
厚切りステーキ

５９０円（税込６４９円）
５９０円（税込６４９円）

薩摩牛

ダイヤモンドカルビ

ステーキ

薩摩牛

ダイヤモンドカルビ

ステーキ
７９０円（税込８６９円）７９０円（税込８６９円）

ビーファーズ

Specialtyビーファーズ

Specialty

溢れる！
肉汁注意報

ゆず胡椒で

ピリッと！

２色葱の満月タン塩
１,０９０円（税込１,１９９円）

牛タン好きな人ここに集まれ！

ビーファーズのこだわり

ごはんにもお酒にも！

おつまみ ＆ 肉刺し

ビーファーズのこだわり

ごはんにもお酒にも！

おつまみ ＆ 肉刺し
ビーファーズのこだわり

美味しさいろいろ新提案！

変わり焼

ビーファーズのこだわり

美味しさいろいろ新提案！

変わり焼

牧場の贈り物
ホルモンチーズフォンデュ ７９０円

土瓶の黄金出汁ホルモン ７９０円

柔らかシュラスコ風ステーキ ５９０円

薩摩牛 赤身焼すき ８９０円

（税込８６９円）

（税込８６９円）

（税込６４９円）

（税込９７９円）

フォアグラユッケ １,２９０円

ウニ牛(２貫) ７９０円

低温調理の赤身刺し ６９０円

肉刺し３点盛 １,４９０円

フォアグラユッケ １,２９０円

ウニ牛(２貫) ７９０円

低温調理の赤身刺し ６９０円

肉刺し３点盛 １,４９０円

（税込１,４１９円）

（税込８６９円）

（税込７５９円）

（税込１,６３９円）

（税込１,４１９円）

（税込８６９円）

（税込７５９円）

（税込１,６３９円）

低温調理の
赤身刺し



ASSORTED
ASSORTED

産直『極み』セット
２名盛　５,３９０円（税込 ５,９２９円）

３名盛　８,０８５円（税込 ８,８９４円）

４名盛 １０,７８０円（税込１１,８５８円）

ビーファーズ丸ごとセット
約４５０ｇ　３,８９０円（税込 ４,２７９円）

薩摩牛ダイヤモンドカルビステーキ/薩摩牛上バラうす焼
南国黒牛カルビ/南国黒牛ロース/上タン塩 /鶏モモ
南国スイート豚カルビ/低温調理ロース/ポークウインナー

特撰タン(うす切り)/本日の希少部位 /薩摩牛特撰ロース
薩摩牛特撰カルビ/薩摩牛赤身ステーキ

薩摩牛赤身うす焼 /薩摩牛上ロース/薩摩牛上カルビ

牧場直送 4等級黒毛和牛をたっぷりと！

ここは牧場！？バーベキュー気分で！

ホルモン６種盛 ９９０円（税込１,０８９円）ホルモン６種盛 ９９０円（税込１,０８９円）

本日の厳選ホルモンの盛合せ。
味・食感の違いをお楽しみください！
本日の厳選ホルモンの盛合せ。

味・食感の違いをお楽しみください！

海鮮焼盛合せ
１,５９０円（税込１,７４９円）

海鮮焼盛合せ
１,５９０円（税込１,７４９円）

野菜焼盛合せ
５９０円（税込６４９円）

野菜焼盛合せ
５９０円（税込６４９円）

薩摩牛特撰５種盛

１貫付　２,４９５円（税込 ２,７４５円）

２貫付　４,９９０円（税込 ５,４８９円）

薩摩牛特撰ロース
/薩摩牛特撰カル

ビ/薩摩牛赤身ステ
ーキ

薩摩牛特撰ロース
うす焼 /本日の希少部位

PREMIUM beef
PREMIUM beef

イカ焼/海老焼/ホタテ小柱のアヒージョイカ焼/海老焼/ホタテ小柱のアヒージョ
たまねぎ/生しいたけ/山いも
ナンキン/とうもろこし

たまねぎ/生しいたけ/山いも
ナンキン/とうもろこし

ご一緒にいかがですか？ご一緒にいかがですか？

包み野菜盛合せ
３９０円

（税込４２９円）

包み野菜盛合せ
３９０円

（税込４２９円）

※写真は4 名盛

※写真は 2貫付



SIDE MENU

キムチ
＆
ナムル

キムチ
＆
ナムル

白菜キムチ ３９０円（税込４２９円）

大根キムチ ３９０円（税込４２９円）

きゅうりキムチ ３９０円（税込４２９円）

ナムル盛合せ ４９０円（税込５３９円）

もやしナムル ３９０円（税込４２９円）

白菜キムチ ３９０円（税込４２９円）

大根キムチ ３９０円（税込４２９円）

きゅうりキムチ ３９０円（税込４２９円）

ナムル盛合せ ４９０円（税込５３９円）

もやしナムル ３９０円（税込４２９円）

キムチ盛合せ

 ６９０円（税込７５９円）

キムチ盛合せ

 ６９０円（税込７５９円）

牧場直送！
こだわりの

おつまみ

牧場直送！
こだわりの

おつまみ

ウニ牛(２貫）７９０円（税込８６９円）

ウニ牛(２貫）７９０円（税込８６９円）

熱 ！々牛タンコンフィ
４９０円（税込５３９円）

熱 ！々牛タンコンフィ
４９０円（税込５３９円）

牛タンの旨味をギュッと凝縮！
アルミの容器のままロースターの上でグツグツ温めてお召し上がりください。

牛タンの旨味をギュッと凝縮！
アルミの容器のままロースターの上でグツグツ温めてお召し上がりください。

美味しい食べ方♪美味しい食べ方♪

RecommendRecommend

国産牛ホルモンアヒージョ

　　４９０円（税込５３９円）

国産牛ホルモンアヒージョ

　　４９０円（税込５３９円）

厳選和牛コロッケ

　　２００円（税込２２０円）

厳選和牛コロッケ

　　２００円（税込２２０円）

韓国のり １９０円（税込２０９円）

ポテトフライ ２９０円（税込３１９円）

鶏のからあげ ３９０円（税込４２９円）

トッポギとさつま香潤鶏のダッカルビ風 
 ５９０円（税込６４９円）

韓国のり １９０円（税込２０９円）

ポテトフライ ２９０円（税込３１９円）

鶏のからあげ ３９０円（税込４２９円）

トッポギとさつま香潤鶏のダッカルビ風 
 ５９０円（税込６４９円）

名前のまんま！雲丹と牛を一緒にパクリ！
名前のまんま！雲丹と牛を一緒にパクリ！

焼肉屋の定番

チヂミ
焼肉屋の定番

チヂミ
山芋サクサクチヂミ
 ５９０円（税込６４９円）

山芋サクサクチヂミ
 ５９０円（税込６４９円）

ご注文をいただいてから焼き上げる
大人気の定番メニュー！

season!!season!!

季節限定のチヂミもあります！タッチパネルをチェック！

フォアグラユッケ １,２９０円（税込１,４１９円）

低温調理 国産牛ユッケ ７９０円（税込  ８６９円）フォアグラユッケ １,２９０円（税込１,４１９円）

低温調理 国産牛ユッケ ７９０円（税込  ８６９円）

※フォアグラユッケ※フォアグラユッケ



Vegetable

お肉と一緒に

サラダ
包み野菜

お肉と一緒に

サラダ
包み野菜

国産ローストビーフサラダ
               　７９０円（税込８６９円）

国産ローストビーフサラダ
               　７９０円（税込８６９円）

店内仕込みの国産牛ローストビーフ♪店内仕込みの国産牛ローストビーフ♪

明太子と大根のサラダ
 ５９０円（税込６４９円） 

明太子と大根のサラダ
 ５９０円（税込６４９円） 

シーザーサラダ
 ５９０円（税込６４９円）

 ハーフ　３９０円（税込４２９円） 

シーザーサラダ
 ５９０円（税込６４９円）

 ハーフ　３９０円（税込４２９円） 

サンチェ

　　３９０円（税込４２９円）

サンチェ

　　３９０円（税込４２９円）

包み野菜盛合せ(レタス /サンチェ）

 ３９０円（税込４２９円）

味塩ネギ ２９０円（税込３１９円）

包み野菜盛合せ(レタス /サンチェ）

 ３９０円（税込４２９円）

味塩ネギ ２９０円（税込３１９円）

塩焼肉との相性抜群！塩焼肉との相性抜群！

美味しいヘ
ルシー！

野菜もたっ
ぷり

お召し上がり
ください♪

美味しいヘ
ルシー！

野菜もたっ
ぷり

お召し上がり
ください♪

美味しい
ヘルシー！！

野菜焼

美味しい
ヘルシー！！

野菜焼
　　　　　　おつまみ山芋明太チーズ
 ３９０円（税込４２９円）

とうもろこし ３９０円（税込４２９円）

たまねぎ ３９０円（税込４２９円）

ナンキン ３９０円（税込４２９円）

生しいたけ ４９０円（税込５３９円）

山いも ２９０円（税込３１９円）

にんにく香油焼 ４９０円（税込５３９円）

キャベツ( 豚味噌付 ) ３９０円（税込４２９円）

スイーツ大学芋 ３９０円（税込４２９円）

野菜焼盛合せ ５９０円（税込６４９円）

　　　　　　おつまみ山芋明太チーズ
 ３９０円（税込４２９円）

とうもろこし ３９０円（税込４２９円）

たまねぎ ３９０円（税込４２９円）

ナンキン ３９０円（税込４２９円）

生しいたけ ４９０円（税込５３９円）

山いも ２９０円（税込３１９円）

にんにく香油焼 ４９０円（税込５３９円）

キャベツ( 豚味噌付 ) ３９０円（税込４２９円）

スイーツ大学芋 ３９０円（税込４２９円）

野菜焼盛合せ ５９０円（税込６４９円）



NIKU SUSHI
肉寿司

NIKU SUSHI
肉寿司

肉寿司全種盛

　　　１,１９０円（税込１,３０９円） 

肉寿司全種盛

　　　１,１９０円（税込１,３０９円） 

牛赤身の炙り寿司

　　　５９０円（税込６４９円） 

牛赤身の炙り寿司

　　　５９０円（税込６４９円） 

特撰ロースの炙り寿司

　　　９９０円（税込１,０８９円） 

特撰ロースの炙り寿司

　　　９９０円（税込１,０８９円） 

NIKU Sashi
肉刺し

NIKU Sashi
肉刺し

肉刺し３点盛
１,４９０円（税込１,６３９円）

肉刺し３点盛
１,４９０円（税込１,６３９円）

センマイ湯引き刺し/ 本日の厳撰肉刺し/ 低温調理の赤身刺しセンマイ湯引き刺し/ 本日の厳撰肉刺し/ 低温調理の赤身刺し

低温調理の赤身刺し ６９０円（税込７５９円）

本日の厳撰肉刺し ５９０円（税込６４９円）

  (タン orハツ）

センマイ湯引き刺し ５９０円（税込６４９円）

低温調理の赤身刺し ６９０円（税込７５９円）

本日の厳撰肉刺し ５９０円（税込６４９円）

  (タン orハツ）

センマイ湯引き刺し ５９０円（税込６４９円）

低温調理 国産牛ユッケ ７９０円（税込 ８６９円）

フォアグラユッケ １､２９０円（税込１,４１９円）

低温調理 国産牛ユッケ ７９０円（税込 ８６９円）

フォアグラユッケ １､２９０円（税込１,４１９円）

※低温調理 国産牛ユッケ※低温調理 国産牛ユッケ

韓国手まり寿司(２貫）　３９０円（税込４２９円）

韓国手まり寿司(２貫）　３９０円（税込４２９円）ウニ牛(２貫）７９０円（税込８６９円）
ウニ牛(２貫）７９０円（税込８６９円）

Recommend
Recommend

Recommend
Recommend

葱塩 牛タン寿司(３貫）５９０円（税込６４９円）
葱塩 牛タン寿司(３貫）５９０円（税込６４９円）

おろし
ポン酢

たれ
柚子胡椒



自社牧場直送！

YAKINIKU

南国黒牛
厚切りステーキ　　５９０円（税込６４９円）
南国黒牛
厚切りステーキ　　５９０円（税込６４９円）

薩摩牛 ダイヤモンドカルビステーキ　　　　　　　　　７９０円（税込８６９円）

薩摩牛 ダイヤモンドカルビステーキ　　　　　　　　　７９０円（税込８６９円）

4等級以上！
溢れる旨みの鹿児島県産黒毛和牛！

4等級以上！
溢れる旨みの鹿児島県産黒毛和牛！

オーストラリア生まれ！75％和牛の血を引くオリジナル国産牛

オーストラリア生まれ！75％和牛の血を引くオリジナル国産牛

定番！

カルビ
定番！

カルビ

南国黒牛カルビ
　　　　５９０円（税込６４９円）

南国黒牛カルビ
　　　　５９０円（税込６４９円）

薩摩牛中落カルビ ５９０円（税込   ６４９円）

薩摩牛上カルビ ９９０円（税込１,０８９円）

薩摩牛特撰カルビ 

 １,９９０円（税込２,１８９円）

薩摩牛中落カルビ ５９０円（税込   ６４９円）

薩摩牛上カルビ ９９０円（税込１,０８９円）

薩摩牛特撰カルビ 

 １,９９０円（税込２,１８９円）

通だね！

ロース
通だね！

ロース
南国黒牛ロース ５９０円（税込 ６４９円）

南国黒牛
柔らかシュラスコ風ステーキ
５９０円（税込６４９円）

南国黒牛ロース ５９０円（税込 ６４９円）

南国黒牛
柔らかシュラスコ風ステーキ
５９０円（税込６４９円）

薩摩牛切り出し ５９０円（税込   ６４９円）

薩摩牛上ロース ９９０円（税込１,０８９円）

薩摩牛特撰ロース 

１,９９０円（税込２,１８９円）

薩摩牛切り出し ５９０円（税込   ６４９円）

薩摩牛上ロース ９９０円（税込１,０８９円）

薩摩牛特撰ロース 

１,９９０円（税込２,１８９円）

数量限
定

PREMIUM beef数量限
定

PREMIUM beef
薩摩牛特撰ヘレ
　　　　２,２９０円（税込２,５１９円）

薩摩牛特撰ヘレ
　　　　２,２９０円（税込２,５１９円）

本日のお薦め希少部位
１,９９０円

（税込２,１８９円）

本日のお薦め希少部位
１,９９０円

（税込２,１８９円）

日替わり

日替わりの希少部位もご用意しております。詳細はスタッフまでお問合せください。

日替わりの希少部位もご用意しております。詳細はスタッフまでお問合せください。



YAKISUKI

   YAKIshabuYAKISUKI

   YAKIshabu

ポン酢で
あっさり！

焼しゃぶ

ポン酢で
あっさり！

焼しゃぶ

薩摩牛赤身焼しゃぶ ８９０円（税込   ９７９円）

薩摩牛特撰ロース焼しゃぶ 

 ２,１９０円（税込２,４０９円）

薩摩牛赤身焼しゃぶ ８９０円（税込   ９７９円）

薩摩牛特撰ロース焼しゃぶ 

 ２,１９０円（税込２,４０９円）

みんな大好き

焼すき
みんな大好き

焼すき
薩摩牛赤身焼すき ８９０円（税込   ９７９円）

薩摩牛特撰ロース焼すき 

 ２,１９０円（税込２,４０９円）

薩摩牛赤身焼すき ８９０円（税込   ９７９円）

薩摩牛特撰ロース焼すき 

 ２,１９０円（税込２,４０９円）

ねぎと一緒に

特製
うす焼

ねぎと一緒に

特製
うす焼

薩摩牛赤身うす焼 ７９０円（税込８６９円）

薩摩牛上バラうす焼 ７９０円（税込８６９円）

薩摩牛赤身うす焼 ７９０円（税込８６９円）

薩摩牛上バラうす焼 ７９０円（税込８６９円）

特製刻みネギを包むように焼いてお召し上がりください！

口の中いっぱいに美味しさが広がります♪

特製刻みネギを包むように焼いてお召し上がりください！

口の中いっぱいに美味しさが広がります♪



おいしさ色 ！々

GRILL Menu

ジューシー 厚切り牛タン塩
　　　　　　　　１,３９０円（税込１,５２９円）

ジューシー 厚切り牛タン塩
　　　　　　　　１,３９０円（税込１,５２９円）

まずは
これでしょ！

牛タン

まずは
これでしょ！

牛タン

２色葱の満月タン塩 １,０９０円（税込１,１９９円）

うす切りタン塩( 豚 ) ５９０円 （税込　６４９円）

牛 上タン塩 ９９０円 （税込１,０８９円）

熱 ！々牛タンコンフィ ４９０円 （税込　５３９円）

特撰タン(うす切り) １,３９０円（税込１,５２９円）

２色葱の満月タン塩 １,０９０円（税込１,１９９円）

うす切りタン塩( 豚 ) ５９０円 （税込　６４９円）

牛 上タン塩 ９９０円 （税込１,０８９円）

熱 ！々牛タンコンフィ ４９０円 （税込　５３９円）

特撰タン(うす切り) １,３９０円（税込１,５２９円）

旨味の爆弾！

ハラミ
旨味の爆弾！

ハラミ

ハラミステーキ
１,０９０円（税込１,１９９円）

美味しい
ヘルシー！！

野菜焼

美味しい
ヘルシー！！

野菜焼
　　　　　　おつまみ山芋明太チーズ
 ３９０円（税込４２９円）

とうもろこし ３９０円（税込４２９円）

たまねぎ ３９０円（税込４２９円）

ナンキン ３９０円（税込４２９円）

生しいたけ ４９０円（税込５３９円）

山いも ２９０円（税込３１９円）

にんにく香油焼 ４９０円（税込５３９円）

キャベツ( 豚味噌付 ) ３９０円（税込４２９円）

スイーツ大学芋 ３９０円（税込４２９円）

野菜焼盛合せ ５９０円（税込６４９円）

　　　　　　おつまみ山芋明太チーズ
 ３９０円（税込４２９円）

とうもろこし ３９０円（税込４２９円）

たまねぎ ３９０円（税込４２９円）

ナンキン ３９０円（税込４２９円）

生しいたけ ４９０円（税込５３９円）

山いも ２９０円（税込３１９円）

にんにく香油焼 ４９０円（税込５３９円）

キャベツ( 豚味噌付 ) ３９０円（税込４２９円）

スイーツ大学芋 ３９０円（税込４２９円）

野菜焼盛合せ ５９０円（税込６４９円）

豪快に！

旨味爆発！
　　　　 ハラミ
　　　　　　  ６９０円（税込　 ７５９円）

　　　　 牛 上ハラミ
　　　　　  １,０９０円（税込１,１９９円）

国産牛上ハラミ １,５９０円（税込１,７４９円）

　　　　 ハラミ
　　　　　　  ６９０円（税込　 ７５９円）

　　　　 牛 上ハラミ
　　　　　  １,０９０円（税込１,１９９円）

国産牛上ハラミ １,５９０円（税込１,７４９円）

ワンランク上の芳醇な味わいワンランク上の芳醇な味わい

海の幸

海鮮焼
海の幸

海鮮焼
　　　　　　　イカ焼
 ５９０円 （税込　６４９円）

　　　　　　　海老焼 (３尾 )

 ５９０円 （税込　６４９円）

ホタテ小柱のアヒージョ
 ４９０円 （税込　５３９円）

海鮮焼盛合せ １,５９０円（税込１,７４９円）

　　　　　　　イカ焼
 ５９０円 （税込　６４９円）

　　　　　　　海老焼 (３尾 )

 ５９０円 （税込　６４９円）

ホタテ小柱のアヒージョ
 ４９０円 （税込　５３９円）

海鮮焼盛合せ １,５９０円（税込１,７４９円）

イカ焼 / 海老焼 / ホタテ小柱のアヒージョイカ焼 / 海老焼 / ホタテ小柱のアヒージョ



鮮度が違う！

国産
ホルモン

鮮度が違う！

国産
ホルモン

どちらがお好み！？濃厚チーズvsあっさり黄金出汁どちらがお好み！？濃厚チーズvsあっさり黄金出汁

牧場の贈り物ホルモンチーズフォンデュ７９０円（税込８６９円）

土瓶の黄金出汁ホルモン

７９０円（税込８６９円）

ツラミ味ねぎ添

７９０円（税込８６９円）

ツラミ味ねぎ添

７９０円（税込８６９円）

焼いてから味ねぎを巻いて召し上がれ！いくらでも食べられるクセになる逸品！

焼いてから味ねぎを巻いて召し上がれ！いくらでも食べられるクセになる逸品！

美味しい食べ方♪美味しい食べ方♪

（ほほ肉）（ほほ肉）

ハート ４９０円

レバー ５９０円

ミノ ７９０円

センマイ ４９０円

アカセン ５９０円

ハート ４９０円

レバー ５９０円

ミノ ７９０円

センマイ ４９０円

アカセン ５９０円

マルチョウ ７９０円

シマチョウ ５９０円

ホルモン６種盛 ９９０円

マルチョウ ７９０円

シマチョウ ５９０円

ホルモン６種盛 ９９０円

（税込５３９円）

（税込６４９円）

（税込８６９円）

（税込５３９円）

（税込６４９円）

（税込５３９円）

（税込６４９円）

（税込８６９円）

（税込５３９円）

（税込６４９円）

（税込８６９円）

（税込６４９円）

（税込１,０８９円）

（税込８６９円）

（税込６４９円）

（税込１,０８９円）

( 心臓 )

( 肝臓 )

( 第一胃 )

( 第三胃 )

( 第四胃 )

( 心臓 )

( 肝臓 )

( 第一胃 )

( 第三胃 )

( 第四胃 )

( 小腸 )

( 大腸 )

( 小腸 )

( 大腸 )

弾力があるコリコリ食感

ビタミンAと鉄分が豊富

やみつき！噛むほどに旨い

脂肪少な目！ザクザク食感

歯ごたえしっかり味わい深い

弾力があるコリコリ食感

ビタミンAと鉄分が豊富

やみつき！噛むほどに旨い

脂肪少な目！ザクザク食感

歯ごたえしっかり味わい深い

ぷりぷり！コラーゲン豊富！

ホルモンと言えばこれ！

ぷりぷり！コラーゲン豊富！

ホルモンと言えばこれ！

本日の厳選ホルモンを盛合せに。
　　　　　　味や食感の違いを食べ比べ！
本日の厳選ホルモンを盛合せに。
　　　　　　味や食感の違いを食べ比べ！

こちらも
産直！

豚・鶏

こちらも
産直！

豚・鶏

トッポギとさつま香潤鶏のダッカルビ風
５９０円（税込６４９円）

トッポギとさつま香潤鶏のダッカルビ風
５９０円（税込６４９円）

もちもちのおもち
と鶏肉を

ピリ辛のタレで！
もちもちのおもち

と鶏肉を

ピリ辛のタレで！

南国スイート豚カルビ ４９０円（税込５３９円）

豚トロ ４９０円（税込５３９円）

ポークウィンナー(３本) ３９０円（税込４２９円）

薩摩ウィンナー ６９０円（税込７５９円）

鶏モモ ４９０円（税込５３９円）

南国スイート豚カルビ ４９０円（税込５３９円）

豚トロ ４９０円（税込５３９円）

ポークウィンナー(３本) ３９０円（税込４２９円）

薩摩ウィンナー ６９０円（税込７５９円）

鶏モモ ４９０円（税込５３９円）

自然豊かな九州の山中で、
パイナップル粕などをエサに
育ったブランド豚。



Noodle soup RICE・

大人も子供も

麺
大人も子供も

麺

黒毛和牛 肉うどん
　　　７９０円（税込８６９円）

黒毛和牛 肉うどん
　　　７９０円（税込８６９円）

冷麺 ７９０円（税込８６９円）

( ハーフ )５９０円（税込６４９円）

ホットひと息

スープ
ホットひと息

スープ

わかめと玉子のスープ ４９０円（税込５３９円）

わかめスープ ３９０円（税込４２９円）

玉子スープ ３９０円（税込４２９円）

黒毛和牛テールスープ ５９０円（税込６４９円）

わかめと玉子のスープ ４９０円（税込５３９円）

わかめスープ ３９０円（税込４２９円）

玉子スープ ３９０円（税込４２９円）

黒毛和牛テールスープ ５９０円（税込６４９円）
　　カルビスープ
６９０円（税込７５９円）

　　カルビスープ
６９０円（税込７５９円）

・

梅しそごはん

３９０円（税込４２９円）
梅しそごはん

３９０円（税込４２９円）

２人前 ７８０円 ( 税込　８５８円 )

３人前 １,１７０円 ( 税込１､２８７円 )

４人前 １,５６０円 ( 税込１､７１６円 )

２人前 ７８０円 ( 税込　８５８円 )

３人前 １,１７０円 ( 税込１､２８７円 )

４人前 １,５６０円 ( 税込１､７１６円 )

2 人前以上はおひつで！2 人前以上はおひつで！

焼肉には米！

ごはん
焼肉には米！

ごはん
ごはん (小 )２００円（税込２２０円）

 ( 中 )２５０円（税込２７５円）

 ( 大 )３９０円（税込４２９円）

ごはん (小 )２００円（税込２２０円）

 ( 中 )２５０円（税込２７５円）

 ( 大 )３９０円（税込４２９円）

おひつごはんおひつごはん

２人前 ５００円 ( 税込　５５０円 )

３人前 ７５０円 ( 税込　８２５円 )

４人前 １,０００円 ( 税込１､１００円 )

２人前 ５００円 ( 税込　５５０円 )

３人前 ７５０円 ( 税込　８２５円 )

４人前 １,０００円 ( 税込１､１００円 )

九州産のお米を使用！

チーズ石焼ビビンバ
　　　９９０円（税込１,０８９円）

チーズ石焼ビビンバ
　　　９９０円（税込１,０８９円）

石焼ビビンバ ８９０円（税込９７９円）石焼ビビンバ ８９０円（税込９７９円）

クッパ ６９０円（税込７５９円）

 ( ハーフ )４９０円（税込５３９円）

　カルビクッパ ８９０円（税込９７９円）

梅ぞうすい ４９０円（税込５３９円）

クッパ ６９０円（税込７５９円）

 ( ハーフ )４９０円（税込５３９円）

　カルビクッパ ８９０円（税込９７９円）

梅ぞうすい ４９０円（税込５３９円）

牛肉茶漬け

　　３９０円（税込４２９円）



抹茶アイス

　３３０円（税込３６３円）

ゆずシャーベット

　３３０円（税込３６３円）

牧場直送

DESSERTS牧場直送

DESSERTS

伊佐牧場

なめらかプリン･ア･ラ･モード

　　　　　４３０円（税込４７３円）

伊佐牧場

なめらかプリン･ア･ラ･モード

　　　　　４３０円（税込４７３円）
マリトッツォ風ふわふわパンケーキ

５９０円（税込６４９円）

マリトッツォ風ふわふわパンケーキ

５９０円（税込６４９円）

スイーツ大学芋

３９０円（税込４２９円）
スイーツ大学芋

３９０円（税込４２９円）

鉄板の上で容器ごと温めて！

バターが溶けてグツグツしてきた
ら食べごろ

のサイン♪やけどに注意して召し
上がれ！

鉄板の上で容器ごと温めて！

バターが溶けてグツグツしてきた
ら食べごろ

のサイン♪やけどに注意して召し
上がれ！

美味しい食べ方♪美味しい食べ方♪

伊佐牧場ソフトクリーム

３９０円（税込４２９円）

伊佐牧場ソフトワッフルボール

Ｂｅｒｒｙパフェ

４９０円（税込５３９円）

伊佐牧場ソフトワッフルボール

お芋パフェ

４９０円（税込５３９円）

伊佐牧場の搾りたてミルクを使用したプリンと
ソフトクリームのマリアージュ。マンゴーとBerry がベストマッチ！

伊佐牧場の搾りたてミルクを使用したプリンと
ソフトクリームのマリアージュ。マンゴーとBerry がベストマッチ！

ミニパフェ
ミニパフェ

定番♪

伊佐牧場は、鹿児島県の最北端に位置する伊佐地方にある自社酪農牧場です。
お米育ちのやさしいミルクを、しぼりたて新鮮なままビーファーズへ直送しています。
伊佐牧場は、鹿児島県の最北端に位置する伊佐地方にある自社酪農牧場です。
お米育ちのやさしいミルクを、しぼりたて新鮮なままビーファーズへ直送しています。

しぼりたて伊佐牧場ミルク　２００円（税込２２０円）しぼりたて伊佐牧場ミルク　２００円（税込２２０円）



 ２００円（税込２２０円） ２００円（税込２２０円）

しぼりたて 伊佐牧場ミルクしぼりたて 伊佐牧場ミルク

Drink ドリンク

・キリン一番搾り生　 中 500 円
　                              小 390 円
　                              大 890 円
・瓶ビール 中瓶 590 円

・キリン零 ICHI 400 円

・キリン一番搾り生　 中 500 円
　                              小 390 円
　                              大 890 円
・瓶ビール 中瓶 590 円

・キリン零 ICHI 400 円

（税込 550 円）

（税込 429 円）

（税込 979 円）

（税込 649 円）

（税込 440 円）

ビール

キリンクラシックラガー

・ハイボール 400 円
・メガハイボール 790 円
・ジョニーウォーカーハイボール
 690 円
・陸ハイボール 690 円
・カシスハイボール 500 円
・レモンハイボール 500 円

・ハイボール 400 円
・メガハイボール 790 円
・ジョニーウォーカーハイボール
 690 円
・陸ハイボール 690 円
・カシスハイボール 500 円
・レモンハイボール 500 円

（税込 440 円）

（税込 869 円）

（税込 759 円）

（税込 759 円）

（税込 550 円）

（税込 550 円）

ハイボール

・白鶴　　　　　  　 小 490 円
　                              大 890 円
・冷酒大吟醸 (180 ㎖ ) 590 円
・マッコリ 690 円

・白鶴　　　　　  　 小 490 円
　                              大 890 円
・冷酒大吟醸 (180 ㎖ ) 590 円
・マッコリ 690 円

（税込 539 円）

（税込 979 円）

（税込 649 円）

（税込 759 円）

日本酒 / 韓国酒

・氷結レモンサワー 400 円
・ほろ苦ビールレモンサワー 490 円
・あんず香るレモンサワー 490 円
・レモンしらっぷサワー 490 円
・匠の深絞りレモンサワー 490 円
・すっぱい W レモンサワー 590 円

・氷結レモンサワー 400 円
・ほろ苦ビールレモンサワー 490 円
・あんず香るレモンサワー 490 円
・レモンしらっぷサワー 490 円
・匠の深絞りレモンサワー 490 円
・すっぱい W レモンサワー 590 円

（税込 440 円）

（税込 539 円）

（税込 539 円）

（税込 539 円）

（税込 539 円）

（税込 649 円）

こだわりレモンサワー

・カルピスサワー 400 円
・はちみつ黒酢サワー 400 円
・ソルティライチサワー 490 円
・あんずサワー 490 円
・親父の“お芋”サワー 490 円
・ライチサワー 490 円

・カルピスサワー 400 円
・はちみつ黒酢サワー 400 円
・ソルティライチサワー 490 円
・あんずサワー 490 円
・親父の“お芋”サワー 490 円
・ライチサワー 490 円

（税込 440 円）

（税込 440 円）

（税込 539 円）

（税込 539 円）

（税込 539 円）

（税込 539 円）

サワー

・カシスソーダ 490 円
・スミノフレモネード 490 円
・スミノフピンクレモネード 490 円

・カシスソーダ 490 円
・スミノフレモネード 490 円
・スミノフピンクレモネード 490 円

（税込 539 円）

（税込 539 円）

（税込 539 円）

カクテル

・まろやか梅酒 400 円
・さつまの梅酒 450 円
・まろやか梅酒 400 円
・さつまの梅酒 450 円

（税込 440 円）

（税込 495 円）

果実酒　ロック/ソーダ割 /お湯割

・赤ワイン　　　グラス 490 円
　　　　　　デキャンタ 1,290 円
・白ワイン　　　グラス 490 円
　　　　　　デキャンタ 1,290 円
・アスティカマルベック 2,590 円
・カッシェロ･デル･ディアブロ
　 デビルス･コレクション レッド 3,290 円

・赤ワイン　　　グラス 490 円
　　　　　　デキャンタ 1,290 円
・白ワイン　　　グラス 490 円
　　　　　　デキャンタ 1,290 円
・アスティカマルベック 2,590 円
・カッシェロ･デル･ディアブロ
　 デビルス･コレクション レッド 3,290 円

（税込 539 円）

（税込 1,419 円）

（税込 539 円）

（税込 1,419 円）

（税込 2,849 円）

（税込 3,619 円）

ワイン

・幻の露 ( 芋 ) 450 円
・鶴姫の愛 ( 芋 ) 450 円
・三岳 ( 芋 ) 500 円
・いいちこ ( 麦 ) 400 円
・中々( 麦 ) 490 円
・あさぎりの花 ( 麦 ) 490 円

・幻の露 ( 芋 ) 450 円
・鶴姫の愛 ( 芋 ) 450 円
・三岳 ( 芋 ) 500 円
・いいちこ ( 麦 ) 400 円
・中々( 麦 ) 490 円
・あさぎりの花 ( 麦 ) 490 円

（税込 495 円）

（税込 595 円）

（税込 550 円）

（税込 440 円）

（税込 539 円）

（税込 539 円）

焼酎

・まるで梅酒なノンアルコール 350 円
・はちみつ黒酢ノンアルソーダ 350 円
・すこやか茶 W 350 円
・コーヒー (HOT/ICE) 200 円
・ソフトドリンク各種 150 円

・まるで梅酒なノンアルコール 350 円
・はちみつ黒酢ノンアルソーダ 350 円
・すこやか茶 W 350 円
・コーヒー (HOT/ICE) 200 円
・ソフトドリンク各種 150 円

（税込 385 円）

（税込 385 円）

（税込 385 円）

（税込 220 円）

（税込 165 円）

ウーロン茶／コカ･コーラ／ジンジャエール／メロンソーダ
カルピス／カルピスソーダ／オレンジジュース
ウーロン茶／コカ･コーラ／ジンジャエール／メロンソーダ
カルピス／カルピスソーダ／オレンジジュース

kid’s menu
kid’s menu

キッズわくわくプレート
４９０円（税込５３９円）

キッズわくわくプレート
４９０円（税込５３９円）

お子さまカレー ３９０円（税込４２９円）

お子さまクッパ ３９０円（税込４２９円）

お子さまうどん ３９０円（税込４２９円）

お子さまおにぎり ３９０円（税込４２９円）

鶏のから揚げ ３９０円（税込４２９円）

ポテトフライ ２９０円（税込３１９円）

お子さまカレー ３９０円（税込４２９円）

お子さまクッパ ３９０円（税込４２９円）

お子さまうどん ３９０円（税込４２９円）

お子さまおにぎり ３９０円（税込４２９円）

鶏のから揚げ ３９０円（税込４２９円）

ポテトフライ ２９０円（税込３１９円）

お米育ちのあっさりミルク。
搾りたてを牧場から直送で！

ミルメーク付き(イチゴ/ココア/コーヒー）


