
独自の「隠し味」で
ソフトドリンク~６種

　２時間1500円で１オーダー制となります。 「秘伝のたれ」です 「贅沢な塩」です。 仕上げました。
日本酒・焼酎～6種

チャミスル、マッコリ
☆飲み放題のみを御利用の場合は 作り上げた。 たっぷりな広島産

☆料理コースのみを御利用の場合は くだものでじっくり 海水・海藻から作り ホルモンに合うタレを
カクテル８種

　　１ドリンク制となります。 煮込み丹精こめて 上げた栄養素 追求して出来上がりました

飲み放題付コース料理は４名様より承ります

生ビール 　　３４種 仕込み自慢・自家製ダレ
ホッピー 飲み放題３０分延長500円となります。

★焼肉ダレ ★藻塩（もしお） ★ねぎダレ
ハイボール ラストオーダーは、お時間の３０分前迄と

数十種類の野菜や テーブルの塩は ねぎの風味を生かし、
各サワー９種 　なり、空グラスと交換となります。

宴会のご案内

上ｶﾙﾋﾞ/上ﾀﾝ塩

肉一ｶﾙﾋﾞ/ｷﾑﾁ盛り

肉一ﾊﾗﾐ/牛ﾛｰｽ/ﾅﾑﾙ盛り

肉一ｻﾗﾀﾞ/ﾎﾙﾓﾝﾐｯｸｽ

肉一ｸｯﾊﾟorライス/ﾃﾞｻﾞｰﾄ

牛ﾀﾝ（並）/肉一ｻﾗﾀﾞ

肉一ｶﾙﾋﾞ/壺ﾊﾗﾐ

ぷりぷりﾎﾙﾓﾝ/ｷﾑﾁ盛り

ﾊﾂ/牛ﾚﾊﾞ/ｶｼﾗ焼き

肉一ｸｯﾊﾟorライス/ﾃﾞｻﾞｰﾄ



カクテル

グッとうまい！爽快なキレ！
Newスタンダードハイボール！

•ジムビーム
ハイボール

愛され続けるおいしさ。

•角ハイボール

•白桃ハイボール •トマトハイボール

•ざくろハイボール •キウイハイボール

•生ビール（中）

ビール＆ホッピー

【追加】

•ホッピー中 •ホッピー外

•チャミスル

韓国酒

•ホッピー（白）

•カシスソーダ

•カシスオレンジ

•カシスウーロン

•巨峰オレンジ

•巨峰ウーロン

ストップ！20歳未満飲酒・飲酒運転。
妊娠中や授乳期の飲酒はやめましょう。
お酒はなによりも適量です。サントリー酒類（株）

※飲み放題はグラス交換制です。飲み切ってから次のご注文
をお願い致します。

※ラストオーダーは終了時間の30分前までとさせていただき
ます。時間内で飲みきれる量のご注文をお願い致します。

※お時間の延長は30ごとに1名様500円にて承ります。

※グループ全員での飲み放題のご注文をお願い致します。

※飲み放題のみのご利用の場合は、人数様分のお通しと
ワンオーダー制とさせて頂きます。

ソフトドリンク

•ウーロン茶

•緑茶

•とうもろこし茶

•コカ・コーラ

•梅酒ウーロン

•マッコリカシス

•マッコリ梅酒

•マッコリ巨峰

サワー＆茶割

•生レモンサワー

•レモンサワー

•グレープ
フルーツサワー

•トマトサワー

•しそバイスサワー

•ざくろサワー

•白桃サワー

•キウイサワー

•ウーロン茶割

•緑茶割

•とうもろこし茶割

•梅酒
（ロック＆ソーダ割）

•巨峰酒
（ロック＆ソーダ割）

•シークワーサー酒
（ロック＆ソーダ割）

ロック／水割／お湯割

鏡月甲類

白岳しろ

焼酎

わんこ

米

麦 黒霧島芋

鍛高譚しそ

•オレンジジュース

•グレープ
フルーツジュース

アルコール：15～20％

•マッコリ



お す す め

※上記商品は全て税抜価格になります



　 
  

自慢の焼肉

☆新鮮な 肉・ホルモンを秘伝の特製タレにつぼ漬けした 当店自慢の名物

和牛特選

ﾘﾌﾞﾛｰｽ ¥1890＋税

上タン塩 ¥780＋税

ねぎ上タン塩 ¥880＋税

和牛

上ハラミ ¥980＋税

上カルビ ¥780＋税

和牛特上カルビ ¥1480＋税

つぼカルビ ¥390+税つぼハラミ ¥390＋税

※ご注文は2人前から承ります。 ※ご注文は2人前から承ります。

肉一カルビ ¥390＋税

ねぎ塩カルビ¥390＋税

肉一ハラミ ¥390＋税

ねぎ塩ハラミ ¥390＋税

肉一ロース ¥390＋税

ねぎ塩ロース¥390＋税

肉一牛タン（並）¥390＋税

ねぎ牛タン（並）¥480＋税

つぼホルモン¥290＋税



上ミノガツ　　　¥250 つなぎ　　　 ¥290

トロホルモン　　¥250 センマイ焼き　　 ¥290

コリコリのど焼き¥250 牛レバ　　 ¥330

すなぎも　　　　¥250 牛ハツ　　 ¥330

コリコリナンコツ ¥290 カシラ焼き　 ¥330

トリハラミ　　　 ¥290 ハチノス　　　 ¥330

ハツモト　　　　 ¥290 テッチャン　 ¥390

デジカルビ　 ¥390 ぷりぷりホルモン ¥390

トントロ　　　 ¥390

サムギョプサル ¥390

特上ミノ ¥690

柚子胡椒ネギ ¥100

☆当店のホルモンは新鮮かつ希少な部位を仕入れております!
隠し包丁を丁寧に行い、旨味と柔らかさを大切にした本格ホルモン!!!!

ホルモン専科 うまい・やすい 250円より＋税

下町ホルモン(6点)大¥690＋税

下町ホルモン(3点)小¥490＋税

朝引き新鮮ホルモンを

秘伝のたれで合わせました。

是非1度お試しください！

（タレ・塩）



　　

もやしナムル \350 ＋税 　　　　 オイキムチ \350＋税

ゼンマイナムル \350 ＋税 白菜キムチ \350＋税

小松菜ナムル \350 ＋税 カクテキ \350＋税

ナムル盛り \580 ＋税 キムチ盛り　 \580＋税

　肉一サラダ キャベツ塩サラダ

　トマトサラダ サンチュセット

前 菜

刺 身

さくらユッケ ¥690+税 ガツ刺し ¥390+税 千枚刺し ¥590+税

焼き物

ウィンナー焼き¥290+税 ニンニクホイル¥290+税 野菜盛り合せ ¥390+税
かぼちゃ ¥290+税

ねぎ焼き ¥290+税

サラダ ALL390＋税

味付豚足 ¥390+税チャンジャ ¥390+税韓国のり ¥180+税



　

　

       

お 食 事

ﾃﾞｻﾞｰﾄ ALL200＋税

新鮮な野菜たっぷり

アイス抹茶チョコ 生チョコ・抹茶アイス

☺辛さは調整可能です！！

タンハンバーグ

￥380＋税

チーズタンハンバーグ

￥480＋税

ピリ辛肉煮込

￥380＋税

牛タン煮込み

￥380＋税

ホット一品

ビビンバ

￥690＋税

冷 麺

￥690＋税

石焼きビビンパ

￥780＋税

ライス
（小） ￥190＋税

（中） ￥230＋税

（大） ￥290＋税

牛すじ大根スープ

￥390＋税

アイス生チョコ

肉一クッパ

￥490＋税

ワカメスープ

￥390＋税

たまごスープ

￥390＋税

コムタンスープ

￥480＋税

コムタン（クッパorラーメン）

￥590＋税

ユッケジャンスープ

￥580＋税

ユッケジャン（クッパorラーメン）

￥690＋税
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