お飲み物
Drink

ビール
キリン 一番搾り生ビール（小）
Ichiban shibori beer (glass)

キリン 一番搾り生ビール（中）
Ichiban shibori beer (medium mug)

キリン クラシックラガー（中瓶）
Kirin classic lager (medium bottle)

ノンアルコールビール
キリン 零 ichi
Kirin zero ichi

焼酎/酎ハイ
レモンサワー
Lemon sour

ウーロンハイ
Oolong tea shochu highball

縁茶ハイ
Green tea shochu highball

Beer

ウイスキー

Whisky

■ ロック On the rocks ■ 水割り With water ■ ハイボール Highball

¥ 450

サントリー 山崎12年

¥ 650

サントリー 響 ジャパニーズハーモニー

¥ 750

サントリー 山崎

Non-alcoholic beer

The yamazaki single malt aged 12years

Hibiki japanese harmony

The yamazaki single malt

サントリー 白州
Suntory whisky hakushu

¥ 550
Shochu/Shochu highball

サントリー 知多
Suntory whisky chita

ホワイトホース ファインオールド

¥ 450

White horse fine old

ワイン
¥ 450

赤ワイン（グラス）
Red wine (glass)

¥ 450

白ワイン（グラス）
White wine (glass)

¥ 1,650
¥ 1,300
¥ 980
¥ 980
¥ 780
¥ 450
Wine

¥ 500
¥ 500

お飲み物
Drink

焼酎/梅酒
■ ロック On the rocks

芋焼酎

Shochu/Plum wine
■ 水割り With water ■ ハイボール Highball

高千穂〈25度〉 （高千穂酒造・宮崎県）

Sweet potato shochu TAKACHIHO
麦焼酎 高千穂 黒麹仕込〈25度〉 （高千穂酒造・宮崎県）
Barley shochu TAKACHIHO
無添加 黒糖梅酒 星舎蔵〈14度〉 （本坊酒造・鹿児島県）
Plum wine HOSHIYAGURA
あらごし梅酒 梅乃宿〈12度〉 （梅乃宿酒造・奈良県）
Plum wine UMENOYADO

¥ 450
¥ 450
¥ 450
¥ 450

日本酒
山廃仕込 純米酒 天狗舞〈16度〉 （車多酒造・石川県）
Junmai sake TENGUMAI

¥ 880

純米吟醸 水芭蕉〈15度〉 （永井酒造・群馬県）
Junmai ginjo MIZUBASHO

¥ 980

純米吟醸 吾有事〈13度〉 （奥羽自慢・山形県）
Junmai ginjo WAGAUJI

¥ 980

純米吟醸 酔鯨〈16度〉 （酔鯨酒造・高知県）
Junmai ginjo SUIGEI

¥ 980

ソフトドリンク
コカコーラ
Coca-cola

ジンジャーエール
Ginger ale

オレンジジュース
Orange juice

ウーロン茶
Oolong tea

Japanese sake

Soft drinks

¥ 400
¥ 400
¥ 400
¥ 400

緑茶
Green tea

コーヒー（HOT or COLD）
Coffee

レモンティー（HOT or COLD）
Lemon Tea

ミルクティー（HOT or COLD）
Milk Tea

¥ 400
¥ 400
¥ 400
¥ 400

お弁当
おすすめメニュー
Recommended menu

TOKYO-X 盛合せ

（ロース & ヒレ）

TOKYO-X (Loin & Tenderloin)

¥ 3,280（税込）

単品 ¥ 2,780（税込）

ハーブ三元豚
ロースLoin
¥ 1,300（税込）

プライム三元豚

数量限定

Herb three-crossbred pig

数量限定

Prime three-crossbred pig

Limited quantities

ヒレ Tenderloin
¥ 1,300（税込）

単品 ¥ 800（税込）

厚切りロース Thick cut loin
¥ 1,880（税込） 単品 ¥ 1,380

Limited quantities

単品 ¥ 800（税込）

特ヒレ（棒揚げ）Special tenderloin (Block)
¥ 1,880（税込） 単品 ¥ 1,380

（税込）

（税込）
TOKYO-X ロース & ヒレ盛合せ

雪室熟成国産銘柄豚
盛合せ（ロース & ヒレ）

TOKYO-X

(Loin & Tenderloin)

単品 ¥ 2,680（税込）

TOKYO-X &
雪室熟成国産銘柄豚
（ロース & ヒレ）
盛合せ

ヒレ Tenderloin
¥ 2,380（税込）

Snow-matured three-crossbred pig

単品 ¥ 1,880（税込）

特ヒレ（棒揚げ）
¥ 3,880（税込）

ヒレ Tenderloin
¥ 2,480（税込）

Limited quantities

¥ 3,980（税込）

単品 ¥ 1,980（税込）

ロースLoin
¥ 2,380（税込）

ヒレ Tenderloin
¥ 1,580（税込）

単品 ¥ 1,080（税込）

特ヒレ（棒揚げ）

数量限定
Limited quantities

Special tenderloin (Block)

単品 ¥ 3,380（税込）

Domestic branded pork

単品 ¥ 1,980（税込）

特ヒレ（棒揚げ）

数量限定

Special tenderloin (Block)

国産銘柄豚

雪室熟成国産銘柄豚

Snow-matured three-crossbred pig

¥ 3,180（税込）

「カップ味噌汁」￥150（税込）

Lunchbox

数量限定
Limited quantities

Special tenderloin (Block)

単品 ¥ 3,480（税込）

¥ 2,980（税込）

単品 ¥ 2,480（税込）

単品 ¥ 1,880（税込）

ロース Loin
¥ 1,580（税込）

単品 ¥ 1,080（税込）

TOKYO-X & Snow-matured three-crossbred pig
(Loin & Tenderloin)

※ロース、ヒレの組み合わせをチョイスください
※Please choose a combination ofloin and tenderloin

¥ 3,280（税込）

単品 ¥ 2,780（税込）

国産銘柄豚 盛合せ
（ロース & ヒレ）

Domestic branded pork

(Loin & Tenderloin)

¥ 2,130（税込）

単品 ¥ 1,630（税込）

銘柄豚ヒレ 盛合せ
TOKYO-X & 雪室熟成国産銘柄豚 &
国産銘柄豚（各ヒレ）
TOKYO-X & Snow-matured three-crossbred pig &
Domestic branded pork (Tenderloin)

¥ 2,880（税込）

単品 ¥ 2,380（税込）

ロース Loin
¥ 2,480（税込）
上ロース（厚切り）

上ロース（厚切り）

上ロース（厚切り）

Special loin (Thick-cut sirloin)

Special loin (Thick-cut sirloin)

Special loin (Thick-cut sirloin)

¥ 3,480（税込）

特ロース（リブロース）
Deluxe loin (Spencer roll)

¥ 3,880（税込）

単品 ¥ 3,380（税込）

盛合せ
（ヒレ×1、
エビ×1、メンチかつ×1）

Special assortment (pork, big shurimp, scallop)

Assortment (pork, shurimp, minced meat cutlet)

¥ 2,680（税込）

単品 ¥ 2,180（税込）

※お弁当にはお味噌汁は付きません。※メニューの税率は８%になります。※写真はイメージです。

¥ 1,650（税込）

Deluxe loin (Spencer roll)

Limited quantities

（銘柄ヒレ×1、
大エビ×1、
ホタテ×1）

単品 ¥ 1,880（税込）
数量限定
Limited quantities

¥ 2,780（税込）

単品 ¥ 2,280（税込）

大エビフライ

エビフライ

Deep-fried large prawn

Deep-fried prawn

２尾

単品 ¥ 1,150（税込）

¥ 2,380（税込）

特ロース（リブロース）

数量限定

Deluxe loin (Spencer roll)

単品 ¥ 3,480（税込）

特選盛合せ

単品 ¥ 2,880（税込）

特ロース（リブロース）

数量限定
Limited quantities

¥ 3,980（税込）

¥ 3,380（税込）

単品 ¥ 2,980（税込）

2pic.

¥ 2,150（税込）
単品 ¥ 1,650（税込）

３尾
3pic.

¥ 1,800（税込）
単品 ¥ 1,300（税込）

※Miso soup not included. ※Prices listed subject to 8% consumption tax. ※The photo is a sample image.

丼物

全盛丼

全種盛丼
（ロース、
ヒレ、
エビ）
Assortment

(loin,tenderloin,shurimp,minced meat cutlet)

Donburi

ロースかつ丼

エビヒレ

上ロース丼

ロースかつ丼

エビヒレ（ヒレ×2、エビ×1）

A deep-fried pork Special loin
cutlet rice bowl

A deep-fried pork loin cutlet rice bowl

A deep-fried prawn &
deep-fried pork tenderloin cutlet rice bowl

¥ 1,580（税込）

¥ 1,180（税込）

（ヒレ×1、
エビ×1、
メンチかつ×1）
Assortment

(tenderloin,shurimp,minced meat cutlet)

ヒレかつ丼

カキヒレ（ヒレ×2、牡蠣×1）

A deep-fried pork Special tenderloin
cutlet rice bowl

A deep-fried pork tenderloin cutlet rice bowl

A deep-fried oysters &
deep-fried pork tenderloin cutlet rice bowl

¥ 1,180（税込）

盛合せ

※お弁当にはお味噌汁は付きません。※メニューの税率は８%になります。※写真はイメージです。

¥ 980（税込）

ヒレかつ丼

A deep-fried prawn cutlet rice bowl

¥ 1,280（税込）
冬期 限 定

上ヒレ丼
¥ 1,350（税込）

エビ丼
（エビ×2）

¥ 1,380（税込）

¥ 980（税込）
冬期 限 定

盛合せ

エビ丼

¥ 1,350（税込）

カキヒレ

カキ丼
（牡蠣×3）
A deep-fried oysters cutlet rice bowl

¥ 1,480（税込）

カキ丼

※Miso soup not included. ※Prices listed subject to 8% consumption tax. ※The photo is a sample image.

