
米沢牛焼肉　烤肉・Yakiniku

米沢牛サーロイン（１００ｇ）
米澤牛沙朗（100g）　Yonezawa beef sirloin（100g）

¥3,410 米沢牛カルビ（１００ｇ）
米澤牛五花（100g）Yonezawa beef - Short Rib （100g）

¥1,870

米沢牛サーロイン（２００ｇ）
米澤牛沙朗（200g）　Yonezawa beef sirloin（200g）

¥6,600 米沢牛中落ち（１００ｇ）
米澤牛肋条（100g）Yonezawa beef - Rib Finger （100g）

¥1,650

米沢牛サーロイン（３００ｇ）
米澤牛沙朗（300g）　Yonezawa beef sirloin（300g）

¥9,900
米沢牛カルビと中落ちの相盛り（２００g）
米澤牛五花（100g）＋米澤牛肋条（100g）
Yonezawa beef - Short Rib （100g）＋Rib Finger （100g）

¥3,410

米沢牛ヒレ（１００ｇ）
米澤牛菲力（100g）　Yonezawa beef fillet（100g）

¥4,400

米沢牛ヒレ（２００ｇ）
米澤牛菲力（200g）　Yonezawa beef fillet（200g）

¥8,580

米沢牛ヒレ（３００ｇ）
米澤牛菲力（300g）　Yonezawa beef fillet（300g）

¥12,870

米沢牛サーロインとヒレの相盛り（２００ｇ）
米澤牛沙朗菲力拼盤（100g＋100g）
Yonezawa beef assorted with Sirloin（100g） and Fillet（100ｇ）

¥7,700

¥6,050 ¥6,050

※生卵が１個お一人様分つきます。 ※胡麻ダレ、ポン酢、薬味３種がお一人様分つきます。

米沢牛すき焼き用ロース肉（１００ｇ）
米澤牛壽喜燒用牛（100g） Yonezawa beef for Sukiyaki（100g）

¥3,410
米沢牛しゃぶしゃぶ用ロース肉（１００ｇ）
米澤牛涮鍋用肉（100g）
Yonezawa beef for Shabu Shabu （100g）

¥3,410

米沢牛すき焼き用ロース肉（２００ｇ）
米澤牛壽喜燒用牛（200g） Yonezawa beef for Sukiyaki（200g）

¥6,600
米沢牛しゃぶしゃぶ用ロース肉（２００g）
米澤牛涮鍋用肉（200g）
Yonezawa beef for Shabu Shabu （200g）

¥6,600

すき焼き用野菜
壽喜燒用蔬菜 Vegetables for Sukiyaki

¥550 しゃぶしゃぶ用野菜
涮鍋用蔬菜 Vegetables for Shabu Shabu

¥550

すき焼き用生たまご
壽喜燒用生雞蛋  A raw egg for Sukiyaki

¥165 しゃぶしゃぶ用ごまだれ
芝麻醬 Sesame souse

¥385

すき焼き用うどん
壽喜燒用烏冬麵 Udon for Sukiyaki

¥220 しゃぶしゃぶ用ポン酢
橙醋 Ponzu (juice pressed from a bitter orange)

¥385

しゃぶしゃぶ用薬味
小佐料 Spices

¥220

しゃぶしゃぶ用うどん
米澤牛涮鍋用烏冬麵 Udon for Shabu Shabu

¥220

当店のステーキは、自分自身で網焼きする「焼肉スタイル」です。好み
の焼き加減で、最後まで美味しく熱々をお召し上がり頂く為です。その
分お値段もお安く提供しております。

表示価格は、店内飲食の消費税10%込の価格です

米沢牛ステーキ　牛排・Steak

米沢牛すき焼き　壽喜燒 Sukiyaki 米沢牛しゃぶしゃぶ　涮鍋　Shabu Shabu

米沢牛しゃぶしゃぶ
（肉１５０g＋野菜＋ポン酢＋ゴマダレ）
米澤牛涮鍋（肉150g＋蔬菜）
Yonezawa beef Shabu Shabu （Meats: 150g + Vegetables）

米沢牛すき焼き
（肉１５０g＋野菜＋卵1個）
米澤牛壽喜燒（肉150g＋蔬菜）
Yonezawa beef Sukiyaki（Meats: 150g + Vegetables）



ナムル盛り合わせ
韓式小菜拼盤
Namul platter (Assorted Korean appetizers)

¥770

米沢牛＆山形牛すじ入り

濃厚プレミアムカレーライス（ランチ午餐Lunch）
　（サラダ味噌汁付き）

¥990 白菜キムチ
辣白菜　Chinese cabbage kimchi

¥440

米沢〃ステーキ丼　（ディナー　晚餐 Dinner） ¥990 牛すじの煮込み
炖牛筋　Stewed beef tendon

¥880

米沢牛ステーキ丼　（ランチ　午餐 Lunch）
米澤牛牛排蓋飯  Yonezawa beef steak rice bowl

¥3,630 山形牛のカルパッチョ
醋汁澆生牛肉　Beef Carpaccio

¥1,045

米沢〃ステーキ丼　（ディナー　晚餐 Dinner） ¥3,850 グリーンレタスの塩サラダ
绿色生菜咸味沙拉　Green lettuce Salty Salad

¥715

米沢牛カルビ定食　（ランチ　午餐 Lunch）
米澤牛五花套餐  Yonezawa beef – Short rib set

¥2,200 とまとサラダ
番茄沙拉　Tomato salad

¥550

米沢〃ステーキ丼　（ディナー　晚餐 Dinner） ¥2,420

米沢牛中落ち定食　（ランチ　午餐 Lunch）
米澤牛肋条套餐  Yonezawa beef – Finger rib set

¥1,980 ごはん（山形県産米はえぬき）　中
Rice (Yamagata Rice Haenuki)　米飯（山形縣產米生拔）

¥275

米沢〃ステーキ丼　（ディナー　晚餐 Dinner） ¥2,200 ごはん（山形県産米はえぬき）　大
Rice (Yamagata Rice Haenuki)　米飯（山形縣產米生拔）

¥385

米沢牛カルビ&中落ち定食（200g）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ランチ　午餐 Lunch）
 Yonezawa beef – Short rib &Finger rib set

¥3,740 ごはん（山形県産米はえぬき）　小
Rice (Yamagata Rice Haenuki)　米飯（山形縣產米生拔）

¥175

米沢〃ステーキ丼　（ディナー　晚餐 Dinner） ¥3,960 ごはんセット
米飯套餐Rice Set

¥550

米沢牛サーロイン定食　（ランチ　午餐 Lunch）
米澤牛沙朗套餐  Yonezawa beef sirloin set

¥3,740 味噌汁
醬湯Miso soup

¥220

米沢〃ステーキ丼　（ディナー　晚餐 Dinner） ¥3,960
低温調理山形牛肉寿司（６巻）
山形牛壽司（6個）單點
Yamagata beef Sushi (6 pieces)

¥1,320

米沢牛ヒレ定食　（ランチ　午餐 Lunch）
米澤牛菲力套餐  Yonezawa beef fillet set

¥4,730
米沢牛肉寿司（６巻）
米澤牛壽司（6個）單點
Yonezawa beef Sushi (6 pieces)

¥1,628

米沢〃ステーキ丼　（ディナー　晚餐 Dinner） ¥4,950 肉寿司食べ比べセット　１２貫
（米沢牛肉寿司6巻＋低温調理山形牛肉寿司6巻）

¥2,860

米沢牛すき焼き定食（ランチ　午餐 Lunch）
米澤牛壽喜燒套餐  Yonezawa beef Sukiyaki set

¥3,850

米沢〃ステーキ丼　（ディナー　晚餐 Dinner） ¥4,070

米沢牛しゃぶしゃぶ定食（ランチ午餐 Lunch）
米澤牛涮鍋套餐  Yonezawa beef Shabu Shabu set

¥3,850

米沢〃ステーキ丼　（ディナー　晚餐 Dinner） ¥4,070

ランチ11:00～15:00ラストオーダー
ディナー17:00～20:30ラストオーダー

ごはん・寿司・味噌汁
米飯・醤湯　Rice・Miso soup

定食　※ごはん大盛りは、プラス１１０円（税込）
套餐　Set menu

表示価格は、店内飲食の消費税10%込の価格です

サラダ/キムチ/ナムル/その他
沙拉/一道菜/Salad/One dish



「やっぱり、ビール！」
啤酒　Beer

角ハイボール
角瓶嗨棒　KAKU High-ball (KAKU Whisky with soda)

¥550 キリン一番搾り生（中）
麒麟一番榨生（中）　Kirin Ichiban Shibori  （M）

¥605

ジャックハイボール
傑克丹尼嗨棒 Jack High-ball (Jack Whisky with soda)

¥660 キリン一番搾り生（小）
麒麟一番榨生（小）　Kirin Ichiban Shibori  （S）

¥440

白水ハイボール
白水嗨棒 Haku-Sui High-ball (Haku-sui Whisky with soda)

¥495

赤ハイボール
赤嗨棒　Red High-ball (Red Wine with soda)

¥385

赤ハイストロング
赤嗨棒　Red High-ball (Red Wine with shochu)

¥440

ジンと肉（ジントニック）
金湯力　Gin and tonic

¥660

ノンアルコール飲料
非酒精類飲料　Non-alcoholic beverages

キリン零ＩＣＨＩ（ゼロイチ）
非酒精類飲料　Non-alcoholic beverages　KIRIN ZERO-ICHI

¥385

麦焼酎
麦燒酒　Barley shochu

白水（水割り）
白水 （加水）　Haku-Sui(with water)

¥517

白水（ロック）
白水 （加冰）　Haku-Sui(on the rocks)

¥638

白水（お湯割り）
白水 （加熱水） Haku-Sui (with hot water)

¥528

こだわり酒場レモンサワー
檸檬沙瓦　Lemon Shochu Cocktails

¥385 白水（黒烏龍茶割り）
白水 （加黑烏龍茶） Haku-Sui（with black oolong tea）

¥605

グレープフルーツサワー
葡萄柚沙瓦　Grapefruit  Shochu Cocktails

¥385

カルピスサワー
可爾必思沙瓦　Calpis Shochu Cocktails

¥385 幻の露（水割り）
幻之露（加水）　Maboroshi-no-Tsuyu (with water)

¥526

山形県産　梅酒
梅子酒Plum wine

幻の露（ロック）
幻之露（加冰） Maboroshi-no-Tsuyu(on the rocks)

¥649

山形正宗　梅酒（ロック）
YAMAGATA MASAMUNE 梅子酒（加冰）
YAMAGATA MASAMUNE Plum wine (on the rocks)

¥660 幻の露（お湯割り）
幻之露（加熱水） Maboroshi-no-Tsuyu(with hot water)

¥539

山形正宗　梅酒（ソーダ割り）
YAMAGATA MASAMUNE 梅子酒（加碳酸）
YAMAGATA MASAMUNE Plum wine (soda)

¥660
幻の露（黒烏龍茶割り）
幻之露（加黑烏龍茶）
Maboroshi-no-Tsuyu （with black oolong tea）

¥616

芋焼酎
芋燒酒　Sweet potato shochu

サワー
沙瓦　Shochu Cocktails

「とりあえず、ハイボール！」
嗨棒　High-ball (Whisky with soda）

表示価格は、店内飲食の消費税10%込の価格です



山形県産日本酒　冷酒
Japanese sake made in YAMAGATA

ソフトドリンク
軟飲料　Soft Drink

泉氷艦　千雪（とっくり・もっきり）
米沢市　新藤酒造

¥869 サントリー黒烏龍茶
黑烏龍茶　Black oolong tea

¥440

桜花吟醸酒（とっくり・もっきり）
天童市　出羽桜酒造

¥979 オレンジジュース
橙汁　Orange Juice

¥330

盗み吟醸　丸吟（とっくり・もっきり）
高畠町　米鶴酒造

¥1,100 コカ・コーラ
可口可樂　Coca Cola

¥330

カルピス
可爾必思　Calpis

¥330

山形県産日本酒　熱燗
Japanese sake made in YAMAGATA

レギュラーブレンド
熱咖啡　Hot coffee

¥297

銀嶺月山　２合トックリ　熱燗（アツカン）
銀嶺月山　Gin Rei Gassan　HOT　ONLY

¥660 カフェオレ ¥297

山形ワイン　グラス
葡萄酒  杯　YAMAGATA　Wine Glass

フラットホワイト ¥297

山形県産グラスワイン（赤）
Yamagata Wine(Red) Glass

¥550 アイスコーヒー
冰咖啡　Iced coffee

¥286

山形県産グラスワイン（白）
Yamagata Wine(White) Glass

¥550

ら・ふらんす
法蘭西梨汁　Pear juice

¥330

ぶどう
葡萄汁　Grape juice

¥330

山形ワイン　ボトル
葡萄酒  瓶　YAMAGATA Wine Bottle

もも
桃汁　Peach juice

¥330

山形県産ボトルワイン（赤）
Yamagata Wine(Red)  Bottle

\2,500～

山形県産ボトルワイン（白）
Yamagata Wine(White)  Bottle

\2,500～ ラムレーズンジェラート
山形ジェラート　冰淇淋　YAMAGATA gelato

¥418

外国産ボトルワイン（赤）
Wine(Red)  Bottle

\2,500～ 秘伝豆ジェラート
山形ジェラート　冰淇淋　YAMAGATA gelato

¥418

外国産ボトルワイン（白）
Wine(White)  Bottle

\2,500～ ラ・フランスジェラート
山形ジェラート　冰淇淋　YAMAGATA gelato

¥418

ミルクマンゴー
牛奶芒果　Milk Mango

¥660

山形みるくぷりん（白）
YAMAGATA 牛奶布丁 白色
YAMAGATA Milk pudding White

¥440

山形みるくぷりん（黄）
YAMAGATA 牛奶布丁 黄色
YAMAGATA Milk pudding Yellow

¥440

山形代表　果汁100％ジュース
山形代表 100%純果汁100% pure juice - made in Yamagata

表示価格は、店内飲食の消費税10%込の価格です

※その他にも、新しいお酒が随時入れ替わります。

山形ジェラート&山形みるくプリン
甜品　Dessert

ボトルワインは、山形県内産商品を各

種取り揃えておりますので、

スタッフまでお声がけください。

直接ワインセラーより

お選び頂けます。


