


藁焼きたたき

表記は税抜価格です

「てつ鍋カツを」のおすすめ！

オーダーごとに藁焼きの炎で仕上げる名物メニュー。

鰹のハラス藁炙り …………………………¥580鰹のののののの鰹の鰹

藁焼き鰹のたたき……………………（大）￥1,870
（小） ¥990

鰹のたたき（大）

表記は税抜価格です

鰹のハラス藁炙り



とりあえず

焼き枝豆…………………………………………¥480

たこわさ…………………………………………¥380

めんたいチーズ ………………………………¥580

山ウニ豆腐 ……………………………………¥780

子持ちネギ ……………………………………¥480島らっきょう …………………………………¥680

イチヂクバター ………………………………¥480

シラスとキャベツの塩サラダ…………… ¥680

サーモンとアボカドのサラダ…………… ¥780

生ハムと温泉玉子のシーザーサラダ… ¥880

ベーコンと春菊のサラダ ………………… ¥880

サラダ

ベーコンと春菊のサラダ

島らっきょう

ワサビ梅キュウ ………………………………¥540

ワサビ梅キュウ

表記は税抜価格です

漬物盛り合わせ………………………………¥580

柚子帆立…………………………………………¥480

いくら山芋 ……………………………………¥580

酒盗カマンベール……………………………¥680
しゅとう

彩り野菜のピクルス ………………………¥480

できたてポテトサラダ …………………… ¥680



冷やしトマト …………………………………¥580

冷やしトマト

一品料理

生春巻き（2本）…………………………………¥740

サーモンのわさび漬けなめろう ………¥680

揚げ出し豆腐 …………………………………¥680

「カツを」のラー油麻婆豆腐 ……………¥780

ジャコネギ冷奴 熱々ゴマ油 ……………¥540

「カツを」のだし巻き ………………………¥680

あさりの酒蒸し ………………………………¥780

せせりと九条葱の柚子胡椒炒め ………¥780

表記は税抜価格です

生春巻き

「カツを」のだし巻き

豚と厚揚げのゴーヤチャンプルー

豚と厚揚げのゴーヤチャンプルー ……¥780



豚バラのからあげ（5個）………………… ¥680

山芋フライドポテト……………………… ¥440

ハムカツ ……………………………………… ¥390

「カツを」のコロッケ(2個 ) …………… ¥540

揚げ物

表記は税抜価格です

ごぼうのからあげ ………………………… ¥540

イカのからあげ …………………………… ¥580

「カツを」の鶏からあげ(5個 ) ………… ¥680

「カツを」の鶏からあげ

「カツを」のコロッケ 鰹フライ

大根 …………………………………………………¥240

じゃがいも ………………………………………¥180

たまご ………………………………………………¥180

厚揚げ………………………………………………¥200

こんにゃく ………………………………………¥180

ごぼ天 ………………………………………………¥180

春菊…………………………………………………¥250

どて焼き …………………………………………¥580

どてたま …………………………………………¥680

おでん・どて焼き

鰹フライ ……………………………………… ¥980

おでん どてたま



てつ鍋餃子 ……………………………………¥680

鉄鍋料理

牛タン＆玉ネギのてつ鍋ポン酢炒め……¥880

キノコと温泉卵の白味噌チーズ焼き…¥880

上州豚の生姜焼き……………………………¥880

牛すじてつ鍋やきそば ……………………¥680
入

てつ鍋餃子

焼きおにぎり …………………………………¥380

焼きおにぎり めんたいのせ ……………¥440

いくらごはん …………………………………¥680

めんたいシラスごはん ……………………¥580

ごはん

「カツを」のラー油ごはん …………………¥480

表記は税抜価格です

炭焼料理

上州豚肩ロースの炭火焼き…………… ¥1,280

鶏モモの炭火焼き……………………………¥980

イカの一夜干し　炭火炙り ………………¥780

牛ミスジの炭火焼き …………………… ¥1,980
牛ミスジの炭火焼き

親子茶漬け ……………………………………¥780

明太茶漬け ……………………………………¥580

親

「カカカカカカ「カ「カ

ててててててて

上上上上上上上上上上
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親子茶漬け



鍋

表記は税抜価格です

白味噌豆乳もつ鍋

白味噌豆乳もつ鍋 ………………………………………… (１人前 )  ¥1,480

辛味噌赤もつ鍋……………………………………………… (１人前 )¥1,480

とろ～り、モッツァレラもつ鍋 …………………………… (１人前 )¥1,680

藁焼き鶏のすき焼き鍋 …………………………………… (１人前 )¥1,580

ご注文は２名様より承っております

追加メニュー
雑炊 …………………… ¥300
うどん ………………… ¥300

もつ ( 60g ) ……………… ¥600
野菜盛り合わせ ……… ¥700

藁焼き鶏のすき焼き鍋

ととととととととと

白白白白白白白白



枚方凍氷のかき氷　黒蜜ミルク ………¥780
…（ミニ）¥480

枚方凍氷のかき氷　宇治抹茶 …………¥880
…… （ミニ）¥540

イチゴと小倉餡の生春巻き………………¥580

昔ながらの焼きプリン ……………………¥440

表記は税抜価格です

チーズケーキ …………………………………¥480

甘味

宇治抹茶のアイス……………………………¥480

高知県産柚子シャーベット ………………¥380

白胡麻バニラの黒蜜がけ…………………¥480

枚方凍氷のかき氷　宇治抹茶 イチゴと小倉餡の生春巻き昔ながらの焼きプリン

枚枚枚枚枚枚枚枚枚枚
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お飲み物



表記は税抜価格です

日本酒
sake

澤屋まつもと守破離
五百万石  純米  日本酒度 +2  酸度 1.7

  さわや                                 しゅはり

半合 …………………… ¥600
一合 ………………… ¥1,100

sawaya matsumoto shuhari アルファ風の森
秋津穂  純米吟醸  日本酒度 ̶  酸度 ̶

  かぜ  　もり

半合 …………………… ¥600
一合 ………………… ¥1,050

 alpha kazenomori

阿櫻 超旨辛口
酒こまち　特別純米  日本酒度 +10  酸度 1.4

あざくら　ちょううまからくち

半合 …………………… ¥550
一合 ………………… ¥1,000

 azakura cyou umakarakuchi 天寶一
千本錦　特別純米　日本酒度 +9　酸度 1.6

てんぽういち

半合 …………………… ¥500
一合 …………………… ¥900

 tenpouichi

お好みで冷、燗お申し付けくださいませ

獺祭 純米大吟醸 50
山田錦  純米大吟醸  日本酒度+3  酸度 1.5

だっさい

半合 …………………… ¥900
一合 ………………… ¥1,700

 dassai jyunmai daiginjyou 播州一献 超辛口
北錦 純米 日本酒度＋15 酸度 2.1

ばんしゅういっこん　

半合 …………………… ¥500
一合 …………………… ¥900

 bansyu ikkon

しゅわっと空
山田錦 微発泡 純米吟醸  日本酒度 +2  酸度 1.6

そら
  noguchi naohiko

kenkyujo

美

天寶一

山形正宗 純米吟醸 雄町
備前雄町 純米吟醸 日本酒度＋2 酸度 1.6

やまがたまさむね　じゅんまいぎんじょう　おまち 

半合 …………………… ¥700
一合 ………………… ¥1,300

小瓶270ml ………… ¥1,200

 yamagata masamune
jyunmaiginjyou omachi

アアアアアアアアア

播
んんんんん

播
ばん



日本酒
sake

高砂 山廃仕込
山田錦  純米吟醸  日本酒度 -3  酸度 1.5

たかさご     やまはいじこみ

半合 …………………… ¥600
一合 ………………… ¥1,050

takasago yamahaijikomi秀鳳 雄町
雄町  特別純米  日本酒度 ±0  酸度 1.5

しゅうほう おまち

半合 …………………… ¥600
一合 ………………… ¥1,050

 syuuhou omachi

八海山  純米吟醸
山田錦/美山錦  純米吟醸  日本酒度 +4.0  酸度 1.2

はっかいさん 　  じゅんまいぎんじょう

半合 …………………… ¥700
一合 ………………… ¥1,300

hakkaisan junmai ginjou

醸し人九平次  EAU DU DESIR
山田錦  純米大吟醸  日本酒度 ±0  酸度 1.7

かも          びとくへいじ　     

半合 …………………… ¥800
一合 ………………… ¥1,500

 kamoshibito kuheiji
EAU DU DESIR

黒松剣菱
酒造好適米  本醸造   日本酒度 ±0  酸度 1.7

くろまつけんびし

半合 …………………… ¥500
一合 …………………… ¥900

 kuromatsu kenbishi

玉川 自然仕込 山廃
北錦  純米  日本酒度 +1  酸度 ̶

たまがわ        しぜんじこみ       やまはい

半合 …………………… ¥650
一合 ………………… ¥1,200

 tamagawa shizenjikomi yamahai

紀土 KID
五百万石  一般米  純米  日本酒度＋3  酸度 1.4

キッド

半合 …………………… ¥500
一合 …………………… ¥900

kiddo

表記は税抜価格です

　　　　　…値が低いほど淡麗な味わい

豪快
五百万石 /一般米  本醸造  日本酒度 +4  酸度 1.3

半合 …………………… ¥450
一合 …………………… ¥800

goukai

ごうかい

滋賀県産米  特別純米  日本酒度 +３  酸度 1.4
笑四季 センセーション白ラベル
 えみしき

半合 …………………… ¥550
一合 ………………… ¥1,000

emishiki sensation label

磯自慢 特別純米酒 
山田錦  特別純米  日本酒度 ±0  酸度 1.5

いそじまん

半合 …………………… ¥700
一合 ………………… ¥1,300

 isojiman 
tokubetsu jyunmaisyu

とくべつじゅんまいしゅ

川鶴 大辛口 無濾過
山田錦/オオセト  本醸造 日本酒度 +10  酸度 1.4

かわつる　 おおからくち　　  むろか

半合 …………………… ¥550
一合 ………………… ¥1,000

kawatsuru
okarakuti muroka

かたのさくら　　やまはいじこみ　　　むろかなまげんしゅ

片野桜 山廃仕込 無濾過生原酒
山田錦  純米  日本酒度＋4  酸度 2.1

半合 …………………… ¥700
一合 ………………… ¥1,300

katanosakura
yamahai jikomi

muroka namagensyu 三谷藤夫 山廃純米
五百万石 純米  日本酒度 +2  酸度 1.5

みたにふじお　　　やまはいじゅんまい

半合 …………………… ¥550
一合 ………………… ¥1,000

mitanifujio
yamahai jyunmai

美丈夫 タマラベル
松山三井  純米吟醸  日本酒度 ＋4  酸度 1.4

びじょうぶ

入

半合 …………………… ¥650
一合 ………………… ¥1,200

bijoubu tamaraberu 庭のうぐいす　純米吟醸　
山田錦/夢一献  純米吟醸  日本酒度 +3  酸度 1.5

にわ　　　　　　　　　　　     じゅんまいぎんじょう

半合 …………………… ¥600
一合 ………………… ¥1,000

niwano uguisu
junmai ginjyou

お好みで冷、燗お申し付けくださいませ

秀秀秀秀秀秀秀秀秀
ゅゅゅ

秀
しゅしゅ

醸
もももも

醸
かも
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山ねこ
芋焼酎 25 度

やま

………………………… ¥650

yamaneko

かすみそう
芋焼酎 25 度

………………………… ¥600

 kasumisou

芋焼酎 25 度

蘭亭
らんてい

………………………… ¥650

rantei

芋焼酎 25 度
一刻者
 いっこもん

………………………… ¥550

ikkomon

黒霧島
芋焼酎 25 度

 くろきりしま

………………………… ¥500
720ml………………… ¥2,600

 kurokirishima

芋焼酎 25 度

やきいも黒瀬
くろせ

………………………… ¥600

yakiimo kurose

芋焼酎
shochu ( spirit distilled from potatoes)

麦焼酎
shochu ( spirit distilled from barley)

黒さそり
麦焼酎 25 度

………………………… ¥650

 kurosasori
くろ

麦粋々
芋焼酎 25 度

むぎいきいき

………………………… ¥700

mugiikiiki

芋焼酎 25 度
㐂六
 きろく

kiroku

………………………… ¥650
720ml………………… ¥2,800ボトル

芋焼酎 25 度
富乃宝山
  とみのほうざん

  tominohouzan

………………………… ¥700
720ml………………… ¥3,400ボトル

やき麦 黒麹
麦焼酎 25 度

 くろこうじ

………………………… ¥550

 yakimugi kurokouji

………………………… ¥500

黄麹仕込 入道
麦焼酎 25 度

 kikoujijikomi nyuudou
 きこうじじこみ  　にゅうどう

釈云麦 
麦焼酎 25 度

………………………… ¥800

jakuunbaku
じゃくうんばく

麦焼酎 25 度
知心剣 shirashinken
しらしんけん

………………………… ¥500
720ml………………… ¥2,600ボトル

中々
麦焼酎 25 度

………………………… ¥600
720ml………………… ¥2,800

  nakanaka
なかなか

ボトル

表記は税抜価格です

大和桜
芋焼酎 25 度

やまとざくら

………………………… ¥600

yamatozakura

赤兎馬
芋焼酎 25 度

  せきとば

………………………… ¥650

sekitoba

屋久島 大自然林
芋焼酎 25 度

  やくしま  　    だいしぜんりん

………………………… ¥600

 yakushima daishizenrin

芋焼酎 25 度

………………………… ¥650

seikouudoku晴耕雨読
せいこううどくボトル

蘭蘭蘭蘭亭蘭蘭蘭
てて

蘭
てて

蘭
らんらんら

㐂㐂㐂
ろ

㐂㐂
ろろ

㐂
 きろ

赤赤赤赤赤
きせせせ

赤
  せ

中
かなななかな

中
なか

釈釈釈釈釈釈
くゃ

釈
じゃ



米焼酎
kome shochu ( spirit distilled from rice )

吟香鳥飼 
米焼酎 25 度

ぎんこうとりかい

………………………… ¥700

ginkoutorikai 

白鯨
米焼酎 25 度

 はくげい

………………………… ¥600

hakugei

米焼酎 25 度

………………………… ¥650

ooish大石
 おおいし

カリー春雨
泡盛 30 度

  かりーはるさめ

………………………… ¥600

kari harusame

瑞泉 古酒 青龍
泡盛 43 度

ずいせん      こしゅ    せいりゅう

………………………… ¥550

 zuisen koshu

残波 ホワイト
泡盛 25 度

………………………… ¥500

 zanpa white

 ざんぱ

泡盛
awamori ( spirit distilled from sugar )

栗焼酎 25 度
ダバダ火振
   だばだひぶり

………………………… ¥550

dabadahiburi

  

鍛高譚
しそ焼酎 25 度

たんたかたん

………………………… ¥500

tantakatan

れんと
黒糖焼酎 25 度美

………………………… ¥500

  rento

黒糖焼酎 25 度
喜界島
 きかいじま

………………………… ¥600

kikaijima

黒糖焼酎 25 度
朝日
あさひ

………………………… ¥650

asahi

黒糖焼酎
kokuto shochu ( spirit distilled from brown sugar )

変わり種焼酎
shochu

紅乙女
ごま焼酎 25 度

べにおとめ

………………………… ¥500

beniotome

十割
蕎焼酎 25 度

………………………… ¥500

towari

とわり

表記は税抜価格です

グラスワイン
glass wine

スパークリングワイン ………………………………¥600

白ワイン …………………………………………………¥700

赤ワイン …………………………………………………¥700

スパークリングワイン
sparkling wine

ラ ロスカ / カヴァ ブリュット
LA ROSCA / CAVA BRUT

……………………… ￥2,500

カカカ
かか

カ
かか

カ
 か

大大大
お

大
お お

ダダダダダダダ
だだ

ダダ
 

喜喜
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表記は税抜価格です

桃のくちどけ 
アルコール 12 度

もも

………………………… ¥550

momono kuchidoke

あらごしみかん
アルコール 7 度

………………………… ¥600

aragoshimikan

白いライチ
アルコール 6 度

しろ

………………………… ¥600

shiroi raichi

果実酒
fruit liquor

紀州のゆず梅酒
アルコール 12 度

きしゅう　　　　         うめしゅ

………………………… ¥500

kisyuunoyuzuumesyu

梅酒
plum liquor

白い梅酒
アルコール 8 度

………………………… ¥550

   shiroi umesyu

しろ      うめしゅ

鶴梅 すっぱい梅酒  
アルコール 11 度

～

………………………… ¥550

tsuruume suppaiumesyu

つるうめ    　　　　　        　うめしゅ

紀州 和宝五柑

………………………… ¥600

きしゅう　  わほうごかん

アルコール 12 度
kisyuu wahougokan

子宝 ゆず
こだから

………………………… ¥600

アルコール 8 度
kodakara yuzu

黒糖梅酒
アルコール 11 度

こくとううめしゅ

………………………… ¥500

kokutou umesyu

とろとろの梅 あのよろし
アルコール 14 度

………………………… ¥650

torotoroumeno anoyoroshi
うめ

アルコール 10 度

………………………… ¥500

   nigori shinruchu

　　　　　 しんるちゅう

にごり杏露酒
ほうじゅくうめしゅ

アルコール 12 度
芳熟梅酒

………………………… ¥500

houjyukumesyu

ロック・水割り・ソーダ (+¥50)、お好みでどうぞ。

ととととととと
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表記は税抜価格です

ジンジャーサワー ………………………………¥500

黒酢とハチミツのサワー ……………………¥550

高知県産ゆずサワー ……………………………¥550
入

ほうじ茶ハイ ………………………………………¥550

グレープフルーツサワー ……………………¥500

サワー 
sour

烏龍ハイ ………………………………………………¥500

オールフリー（ノンアルコールビール）……………¥450

麦酒
beer

ノンアルコール
non alcoholic

ジンジャーソーダ ………………………………¥450

はちみつ黒酢ソーダ ……………………………¥450

高知県産ゆずソーダ ……………………………¥550

入

オレンジジュース ………………………………¥400

烏龍茶 …………………………………………………¥400

グレープフルーツジュース …………………¥400

サケ モヒート………………………………………¥700

吟醸ハイボール ……………………………………¥600

サムライロック ……………………………………¥600

カクテル
cocktail

ウィスキ
whisky

超炭酸 角ハイボール ………………………………¥450

入

超炭酸 角ハイボール (濃いめ ) …………………¥500

超炭酸 角ハイボール (ゆず ) ……………………¥500

響 ………………………………………… ( シングル ) ¥700

　 ………………………………………… ( ダブル ) ¥1,300

超炭酸 響プレミアムハイボール   ( グラス ) ¥700

角瓶……………………………………… ( シングル ) ¥500

　    ………………………………………… ( ダブル ) ¥900

山崎……………………………………… ( シングル ) ¥700

　    ……………………………………… ( ダブル ) ¥1,300

金魚………………………………………………………¥600

アカ………………………………………………………¥600

プレミアムモルツマスターズドリーム　　¥650 

プレミアムモルツ ……………………… （中瓶） ¥800

はちみつレモンソーダ…………………………¥450

はちみつレモンサワー…………………………¥550

超超炭超炭炭炭炭炭超炭超

高高高高高高高高高高高高高高高高

金金金金金金金金金金金金金金金金金
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