
自社グループ農場直送

産直焼肉
牛を美味しく育てる熟練の「技術」、

牛がストレスなく健やかに過ごせる豊かな「環境」、

何より、生産者の方々が牛に懸ける「想い」と「愛情」。

当店が自信を持ってご提供する牛肉は、

それらを一身に受けてのびのびと育った努力の結晶。

産地直送・生産者直結の確かな品質をご堪能ください。

牛を美味しく育てる熟練の「技術」、

牛がストレスなく健やかに過ごせる豊かな「環境」、

何より、生産者の方々が牛に懸ける「想い」と「愛情」。

当店が自信を持ってご提供する牛肉は、

それらを一身に受けてのびのびと育った努力の結晶。

産地直送・生産者直結の確かな品質をご堪能ください。

焼肉セットメニュー

バラエティセットバラエティセット 2 人前￥2,9902 人前￥2,990

【塩　焼】上タン、豚トロ、鶏モモ
【タレ焼】上バラうす焼、ロース、中落カルビ、ハラミ、豚バラ
　　　　 ポークウィンナー、タンカルビ、野菜焼

3 人前￥4,485 4 人前￥5,980

産直
食べ比べセット
産直
食べ比べセット 2 人前￥4,0902 人前￥4,090

【塩　焼】上タン、赤身うす焼、本日の国産牛ホルモン
【タレ焼】ロース、中落カルビ、上ロース、上カルビ
　　　　 ハラミ、野菜焼

3 人前￥6,135 4 人前￥8,180

産直 極セット産直 極セット 2 人前￥5,0902 人前￥5,090

【塩　焼】上タン、赤身うす焼、本日の希少部位
【タレ焼】特撰カルビ、特撰ロース、上カルビ、上ロース
　　　　 赤身ステーキ、野菜焼

3 人前￥7,6353 人前￥7,635 4 人前￥10,1804 人前￥10,180

特撰5種盛合せ特撰5種盛合せ
￥2,495

特撰ロース焼しゃぶ、特撰ロース、赤身ステーキ
特撰カルビ、本日の希少部位

￥4,990お肉 5 種
1 貫付け

お肉 5 種
2 貫付け

品評会の歴代受賞者から選抜された生産者が
育てた、4 等級以上の鹿児島県産黒毛和牛。
牛の持っている能力を全て引き出す ”牛飼い
名人” の技と、牛への深い愛情が「薩摩牛」
をつくり上げています。

（税込￥3,289）

（税込￥4,934） （税込￥6,578）

（税込￥4,499）

（税込￥6,749） （税込￥8,998）

（税込￥5,599）

（税込￥8,399） （税込￥11,198）

（税込￥2,745） （税込￥5,489）



肉寿司

・牛赤身の炙り寿司 ￥1,090（税込￥1,199）

・牛タン炙り寿司 ￥690  （税込￥759）

・牛タン炙り寿司 ( ねぎポン )
 ￥730  （税込￥803）

・牛ツラミの炙り寿司 ￥690  （税込￥759）

・特撰ロース炙り寿司 ￥1,390（税込￥1,529）

・牛赤身の炙り寿司 ￥1,090（税込￥1,199）

・牛タン炙り寿司 ￥690  （税込￥759）

・牛タン炙り寿司 ( ねぎポン )
 ￥730  （税込￥803）

・牛ツラミの炙り寿司 ￥690  （税込￥759）

・特撰ロース炙り寿司 ￥1,390（税込￥1,529）

カルビ ロース･赤身
・カルビ ￥790  （税込￥869）

・切り出し ￥590  （税込￥649）

・中落カルビ ￥590  （税込￥649）

・上バラうす焼き ￥990（税込￥1,089）

・上カルビ ￥990（税込￥1,089）

・特撰カルビ ￥1,990（税込￥2,189）

・カルビ ￥790  （税込￥869）

・切り出し ￥590  （税込￥649）

・中落カルビ ￥590  （税込￥649）

・上バラうす焼き ￥990（税込￥1,089）

・上カルビ ￥990（税込￥1,089）

・特撰カルビ ￥1,990（税込￥2,189）

・ロース ￥790  （税込￥869）

・赤身うす焼き ￥990（税込￥1,089）

・上ロース ￥990（税込￥1,089）

・特撰ロース ￥1,990（税込￥2,189）

・特撰ヘレ ￥2,390（税込￥2,629）

・ロース ￥790  （税込￥869）

・赤身うす焼き ￥990（税込￥1,089）

・上ロース ￥990（税込￥1,089）

・特撰ロース ￥1,990（税込￥2,189）

・特撰ヘレ ￥2,390（税込￥2,629）

焼すき･しゃぶ タン･ハラミ
・赤身焼すき ￥990（税込￥1,089）

・特撰ロース焼すき ￥2,190（税込￥2,409）

・赤身焼しゃぶ ￥990（税込￥1,089）

・特撰ロース焼しゃぶ
         ￥2,190（税込￥2,409）

・赤身焼すき ￥990（税込￥1,089）

・特撰ロース焼すき ￥2,190（税込￥2,409）

・赤身焼しゃぶ ￥990（税込￥1,089）

・特撰ロース焼しゃぶ
         ￥2,190（税込￥2,409）

・上タン塩焼 ￥890  （税込￥979）

・上タンねぎのせ焼 ￥990（税込￥1,089）

・厚切りタン塩焼 ￥1,090（税込￥1,199）

・特撰タン (うす切り･厚切り)
 ￥1,290（税込￥1,419）

・ハラミ ￥790  （税込￥869）

・国産牛上ハラミ ￥1,590（税込￥1,749）

・ハラミステーキ ￥990（税込￥1,089）

・上タン塩焼 ￥890  （税込￥979）

・上タンねぎのせ焼 ￥990（税込￥1,089）

・厚切りタン塩焼 ￥1,090（税込￥1,199）

・特撰タン (うす切り･厚切り)
 ￥1,290（税込￥1,419）

・ハラミ ￥790  （税込￥869）

・国産牛上ハラミ ￥1,590（税込￥1,749）

・ハラミステーキ ￥990（税込￥1,089）

ホルモン
・ツラミ味ねぎ添 ￥790  （税込￥869）

・レバー ￥490  （税込￥539）

・ハート ￥490  （税込￥539）

・ミノ ￥790  （税込￥869）

・センマイ ￥490  （税込￥539）

・アカセン ￥490  （税込￥539）

・ツラミ味ねぎ添 ￥790  （税込￥869）

・レバー ￥490  （税込￥539）

・ハート ￥490  （税込￥539）

・ミノ ￥790  （税込￥869）

・センマイ ￥490  （税込￥539）

・アカセン ￥490  （税込￥539）

・マルチョウ ￥790  （税込￥869）

・小腸 ￥490  （税込￥539）

・シマチョウ ￥790  （税込￥869）

・ホルモン 6 種盛
　　￥990（税込￥1,089）

・マルチョウ ￥790  （税込￥869）

・小腸 ￥490  （税込￥539）

・シマチョウ ￥790  （税込￥869）

・ホルモン 6 種盛
　　￥990（税込￥1,089）

本日の厳撰ホルモンを
盛合せました

牛赤身の炙り寿司

牛ツラミの炙り寿司

豚･鶏
・南国スイート豚カルビ ￥490（税込￥539）

・豚トロ ￥490（税込￥539）

・ポークウィンナー (３本 ) 
 ￥290（税込￥319）

・薩摩ウィンナー ￥690（税込￥759）

・鶏モモ ￥490（税込￥539）

・南国スイート豚カルビ ￥490（税込￥539）

・豚トロ ￥490（税込￥539）

・ポークウィンナー (３本 ) 
 ￥290（税込￥319）

・薩摩ウィンナー ￥690（税込￥759）

・鶏モモ ￥490（税込￥539）

・たまねぎ ￥290（税込￥319）

・とうもろこし ￥290（税込￥319）

・生しいたけ ￥490（税込￥539）

・にんにく香油焼 ￥490（税込￥539）

・山いも ￥290（税込￥319）

・キャベツ ( 豚味噌付き) ￥390（税込￥429）

・さつまいも ￥290（税込￥319）

・ナンキン ￥290（税込￥319）

・野菜焼 盛合せ
　　　￥590（税込￥649）

・たまねぎ ￥290（税込￥319）

・とうもろこし ￥290（税込￥319）

・生しいたけ ￥490（税込￥539）

・にんにく香油焼 ￥490（税込￥539）

・山いも ￥290（税込￥319）

・キャベツ ( 豚味噌付き) ￥390（税込￥429）

・さつまいも ￥290（税込￥319）

・ナンキン ￥290（税込￥319）

・野菜焼 盛合せ
　　　￥590（税込￥649）

海鮮焼
・海鮮焼 盛合せ ￥1,590（税込￥1,749）

・海老焼 (３尾 ) ￥590  （税込￥649）

・ほたて醤油焼 ￥590  （税込￥649）

・イカ焼 ￥590  （税込￥649）

・海鮮焼 盛合せ ￥1,590（税込￥1,749）

・海老焼 (３尾 ) ￥590  （税込￥649）

・ほたて醤油焼 ￥590  （税込￥649）

・イカ焼 ￥590  （税込￥649）

彩りサイドメニュー
ユッケ･肉屋の刺身

・九州産 国産牛ユッケ ￥890（税込￥979）

・知覧どり タタキ ￥590（税込￥649）

・センマイ湯引き ￥690（税込￥759）

チヂミ･揚物

・山芋サクサクチヂミ ￥490（税込￥539）

・海鮮チヂミ ￥590（税込￥649）

・鶏のから揚げ ￥390（税込￥429）

・ポテトフライ ￥290（税込￥319）

・牛タンから揚げ ￥390（税込￥429）

・厳撰和牛コロッケ ￥200（税込￥220）

キムチ･ナムル
・キムチ盛合せ ￥690（税込￥759）

・単品キムチ 各￥390（税込￥429）

　 (白菜 /大根 /きゅうり） 

・ナムル盛合せ ￥490（税込￥539）

・もやしナムル ￥390（税込￥429）

サラダ･包み野菜
・ローストビーフサラダ ￥690（税込￥759）

・明太子と大根のサラダ ￥590（税込￥649）

・わいわいファミリーサラダ ￥690（税込￥759）

・グリーンサラダ ￥590（税込￥649）

 （ハーフ）￥390（税込￥429）

・やみつきキャベツ ￥390（税込￥429）

・包み野菜盛合せ ￥390（税込￥429）

・サンチェ ￥390（税込￥429）

・味塩ねぎ ￥290（税込￥319）

キッズメニュー

・キッズわくわくプレート

　　　　　￥490（税込￥539）

・お子さまクッパ ￥390（税込￥429）

・お子さまラーメン ￥390（税込￥429）

・お子さまカレー ￥390（税込￥429）

・お子さまおにぎり ￥190（税込￥209）

・キッズわくわくプレート

　　　　　￥490（税込￥539）

・お子さまクッパ ￥390（税込￥429）

・お子さまラーメン ￥390（税込￥429）

・お子さまカレー ￥390（税込￥429）

・お子さまおにぎり ￥190（税込￥209）

小学生以下のお子様限定！

野菜焼



デザート
・抹茶あんみつパフェ ￥590（税込￥649）

・チョコレートパフェ ￥590（税込￥649）

・なめらかプリンパフェ ￥590（税込￥649）

・白玉クリームぜんざい ￥400（税込￥440）

・杏仁豆腐 ￥400（税込￥440）

・ストーンアイス ￥590（税込￥649）

・ゆずシャーベット ￥300（税込￥330）

・ミルクアイス ￥300（税込￥330）

・抹茶アイス ￥300（税込￥330）

・黒糖アイス ￥300（税込￥330）

【アレルギー物質使用一覧表について】
炭火焼肉のてでは、特定アレルギー物質使用一覧表を公開しております。
右のQRコードを読み取り注意事項をご確認の上ご覧くださいませ。

https://beefars.com/note/allergen

なめらかプリンパフェなめらかプリンパフェ 抹茶あんみつパフェ抹茶あんみつパフェ チョコレートパフェチョコレートパフェ

スープ
・わかめスープ ￥390（税込￥429）

・玉子スープ ￥390（税込￥429）

・わかめと玉子のスープ ￥490（税込￥539）

　カルビスープ ￥690（税込￥759）

・黒毛和牛テールスープ ￥590（税込￥649）

〆のごはん
・ごはん
 小 ￥200／中 ￥250／大 ￥390

・おひつごはん 2 人前 ￥500（税込￥550）

 3 人前 ￥750／4 人前 ￥1,000

・梅しそごはん ￥390（税込￥429）

 2 人前 ￥780／4 人前 ￥1,560

・明太ごはん ￥390（税込￥429）

・玉子かけごはん ￥490（税込￥539）

・牛肉茶漬け ￥490（税込￥539）

・梅ぞうすい ￥490（税込￥539）

・韓国のり ￥190（税込￥209）

・クッパ ￥690（税込￥759）

 （ハーフ）￥490（税込￥539）

　カルビクッパ ￥890（税込￥979）

・冷麺 ￥790（税込￥869）

 （ハーフ）￥590（税込￥649）

・黒毛和牛 肉うどん ￥690（税込￥759）

・和牛テールラーメン \690（税込￥759）

麺

・ビビンバ ￥690  （税込￥759）

 （ハーフ）￥490  （税込￥539）

・石焼ビビンバ ￥890  （税込￥979）

・チーズ石焼ビビンバ ￥990（税込￥1,089）

石焼ビビンバ

（税込￥220）         （税込￥275）        （税込￥429）

（税込￥825）                  （税込￥1,100）

（税込￥858）                  （税込￥1,716）


