
目に言う

人気

№３

人気

№1

ミックス
(焼く前のもの）

ピザ風

人気

№２

もちチーズ

モダン焼

※ マヨネーズ追加 45円 （49円）
（豚・若鶏・いか・牛の4種入り）

トッピング
チーズ 210円 （231円）

もち 120円 （132円）

コーン 120円 （132円）

大盛り 350円増し（385円）

お好み焼き（スタンダード）税抜価格 (税込価格）

月 見 630円 （693円）

豚 玉 730円 （803円）

かしわ玉 730円 （803円）

いか玉 800円 （880円）

牛 玉 850円 （935円）

えび玉 950円 （1045円）

シーフード（いか・えび入り） 1030円 （1133円）

ミックス玉 1030円 （1133円）

お好み焼き （変り種） 税抜価格 （税込価格）

もちチーズ 930円 （1023円）

モダン焼(豚肉) 980円 （1078円）

豚キムチお好み焼 1030円 （1133円）

カレー味お好み焼 1030円 （1133円）

にんにく玉お好み焼 1050円 （1155円）

ピザ風 お好み焼（大盛り不可） 1150円 （1265円）

各種お好み焼きを定食にできます
詳細は裏面へ→→→



+400円（440円）

ご飯・赤だし
漬物・その他1品

焼きうどん

牛肉

トッピング

たまご入り100円（108円）

（目玉焼き／生卵）

大盛り 350円増し(385円）

850円（935円）

（豚・若鶏・いか・牛の4種入り）

定食

お好み焼き

焼きそば

鉄板焼き

例：焼きそば定食

焼きそば 税抜価格（税込価格）

豚肉 730円 （803円）

かしわ（若鶏) 730円 （803円）

いか 800円 （880円）

牛肉 850円 （935円）

えび 950円 （1045円）

シーフード(いか・えび入り)1030円（1133円）

オールスター 1030円（1133円）

＊お米は大野産米を使用しております

鉄板焼き 税抜価格（税込価格）

野菜バター焼 840円 （924円）

きのこバター焼 860円 （946円）

かしわ鉄板焼（若鶏） 860円 （946円）

ホタテしめじﾊﾞﾀｰ 1130円 （1243円）

牛肉鉄板焼 1280円 （1408円）

いかバター焼 1280円 （1408円）



サイドメニュー 税抜価格（税込価格）

焼き鳥（若とり） 420円 （462円）

ずり（砂ぎも） 420円 （462円）

じゅんけい（親とり） 420円 （462円）

じゃがバター（くし切り） 420円 （462円）

チーズポテト 530円 （583円）

枝豆 330円 （363円）

冷やっこ(夏季限定） 330円 （363円）

おにぎり（２個入り） 400円 （440円）

ごはん（ミニ漬物付き） 250円 （275円）

赤だし（味噌汁） 280円 （308円）

のり茶漬け 380円 （418円）

サラダ 税抜価格（税込価格）

昔ながらの野菜サラダ

（おにぎりには赤だし1杯サービス）

800円 （880円）

デザート

バニラアイス 500円 （550円）

ソフトドリンク

コカコーラ 300円 （330円）

ウーロン茶 300円 （330円）

三ツ矢サイダー 300円 （330円）

ジンジャーエール(辛口)300円 （330円）

オレンジジュース 350円 （385円）

カルピス 350円 （385円）

カルピスコーラ 440円 （484円）

クリームソーダ 440円 （484円）

クリームコーラ 440円 （484円）



営業時間 昼の部 11：00～13：30 （ラストオーダー13：00）
夜の部 16：30～21：30 （ラストオーダー21：00）

定休日 毎週月曜日( 祝日の場合は翌平日 ）
毎月第三水曜日 とその前日の火曜日
（ 第三水曜の週は月曜日から三連休 ）
※その他不定休有り

ＴＥＬ 0779-66-4546

アルコールドリンク 税抜価格（税込価格）

生ビール 大（一番搾り） 810円 （891円）

生ビール 中（一番搾り） 550円 （605円）

瓶ビール 中 550円 （605円）

（アサヒスーパードライ /  キリンビール）

生酒(一本義) 880円 （968円）

清酒 大(一本義) 830円 （913円）

清酒 小(一本義) 470円 （517円）

いも焼酎【黒壱】 470円 （517円）

（ロック、水割り、お湯割り）

むぎ焼酎【いいちこ】 470円 （517円）

（ロック、水割り、お湯割り）

角ハイボール 480円 （528円）

角ロック 480円 （528円）

ハイリキレモン 470円 （517円）

京都ゆず（クラフトチューハイ） 550円 （605円）

梅サワー【梅の宴】（一本義） 480円 （528円）

梅酒ロック【梅の宴】（一本義） 480円 （528円）

カクテル 税抜価格（税込価格）

シャンディーガフ 480円 （528円）

（ビール＆ジンジャーエール）

ウーロンハイ 480円 （528円）

（麦焼酎＆ウーロン茶）

カシスソーダ 480円 （528円）

カシスオレンジ 480円 （528円）

カシスウーロン 480円 （528円）

ノンアルコール

ノン アルコールビール 400円 （440円）

( キリン 零 ICHI  ゼロイチ )

ノン カシスオレンジ 400円 （440円）

ノン シャルドネ 400円 （440円）


