


仔牛の丸ごと牛タン塩定食
（牛タン ・ 温野菜 ・ みそ南蛮 ・わさび ・五穀ごはん ・テールスープ）

１ 2,300円（619Kcal）

2,000円（252Kcal）

人前

単品

２ 4,300円（846Kcal）

4,000 円（480Kcal）

人前

単品

【アレルゲン ：小麦 ・牛肉 ・ ごま ・ 大豆】

【アレルゲン ： やまいも】

１.５
3,300円（732Kcal）

人前

3,000円（366Kcal）単品

+50 円（113Kcal）定食ご飯大盛り

とろろ 200円（68Kcal）

※写真は 1.5 人前の定食イメージです※写真は 1.5 人前の定食イメージです

塩麴熟成塩麴熟成

ヨーロッパで良質な仔牛として扱われているホワイトヴィールの

タンを「霜降りタン元・タン中元・タン中先」まで『丸ごと』

お楽しみいただけるお勧めの逸品です。

他にはない仔牛ならではのプリプリとした食感をご堪能ください。

※表示価格はすべて税込みです。

※カロリー表示は当社調べで算出しております。



仔牛の霜降り牛タン塩定食
（牛タン ・ 温野菜 ・ みそ南蛮 ・わさび ・五穀ごはん ・テールスープ）

１ 3,000円（738Kcal）

2,700円（372Kcal）

人前

単品

２ 5,500円（1,085Kcal）

5,200 円（719Kcal）

人前

単品

【アレルゲン ： やまいも】

+50 円（113Kcal）定食ご飯大盛り

とろろ 200円（68Kcal）

ヨーロッパで良質な仔牛として

扱われているホワイトヴィールのタンの

よりやわらかい霜降りタン元部位だけを

お楽しみいただける逸品です。

旨味溢れる霜降り牛タンをぜひご堪能

ください。

※写真は 1.5 人前の定食イメージです※写真は 1.5 人前の定食イメージです

塩麴熟成塩麴熟成

【アレルゲン ：小麦 ・牛肉 ・ ごま ・ 大豆】

１.５
4,300円（911Kcal）

人前

4,000 円（545Kcal）単品

特選上タン塩定食
（牛タン ・ 温野菜 ・ みそ南蛮 ・わさび ・五穀ごはん ・テールスープ）

１ 3,000円（719Kcal）

2,700円（352Kcal）

人前

単品

２ 5,600円（1,046Kcal）

5,300 円（680Kcal）

人前

単品

【アレルゲン ： やまいも】

+50 円（113Kcal）定食ご飯大盛り

とろろ 200円（68Kcal）

牛タン１本から１枚しか取ることが

出来ない、最もやわらかい

『霜降り上タン元』部位を

熟練の職人が厳選した逸品です。

厚さ１cm 強にカットした牛タンを

贅沢にお召し上がりください。

※写真は 1.5 人前の定食イメージです※写真は 1.5 人前の定食イメージです

塩麴熟成塩麴熟成

【アレルゲン ：小麦 ・牛肉 ・ ごま ・ 大豆】

１.５
4,300円（882Kcal）

人前

4,000 円（516Kcal）単品

※表示価格はすべて税込みです。

※カロリー表示は当社調べで算出しております。



丸ごと牛タン塩定食
（牛タン ・ 温野菜 ・ みそ南蛮 ・わさび ・五穀ごはん ・テールスープ）

１ 2,000円（632Kcal）

1,700 円（266Kcal）

人前

単品

２ 3,700円（872Kcal）

3,400 円（506Kcal）

人前

単品

【アレルゲン ： やまいも】

+50 円（113Kcal）定食ご飯大盛り

とろろ 200円（68Kcal）

牛タン各部位「霜降りタン元・

タン中元・タン中先」まで

『丸ごと』お楽しみいただける逸品です。

他にはない、

部位別の食感の違いをご堪能ください。

※写真は 1.5 人前の定食イメージです※写真は 1.5 人前の定食イメージです

塩麴熟成塩麴熟成

【アレルゲン ：小麦 ・牛肉 ・ ごま ・ 大豆】

１.５
2,900円（755Kcal）

人前

2,600円（386Kcal）単品

霜降り牛タン塩定食
（牛タン ・ 温野菜 ・ みそ南蛮 ・わさび ・五穀ごはん ・テールスープ）

１ 2,800円（759Kcal）

2,500 円（393Kcal）

人前

単品

２ 5,200円（1,127Kcal）

4,900 円（761Kcal）

人前

単品

【アレルゲン ： やまいも】

+50 円（113Kcal）定食ご飯大盛り

とろろ 200円（68Kcal）

牛タン部位の中でも特にやわらかい

霜降りタン元部位だけを

お楽しみいただける逸品です。

旨味溢れる霜降り牛タンを

ぜひご堪能ください。

※写真は 1.5 人前の定食イメージです※写真は 1.5 人前の定食イメージです

塩麴熟成塩麴熟成

【アレルゲン ：小麦 ・牛肉 ・ ごま ・ 大豆】

１.５
4,000円（943Kcal）

人前

3,700 円（577Kcal）単品

※表示価格はすべて税込みです。

※カロリー表示は当社調べで算出しております。



300 円（91Kcal）

200 円（68Kcal）

200円（139Kcal）

100円（227Kcal）

仙台タンメンセット

薄切りタイプの牛タンを使用し、当店自慢のテールスープで仕立てた

牛タン専門店ならではのタンメンです。

1,500円（753Kcal）

（小ライス ・ みそ南蛮 ・仙台ラー油付き）

【アレルゲン ： 小麦 ・卵 ・ 牛肉 ・ ごま ・ 大豆】

【アレルゲン ： 牛肉】

【アレルゲン ： ごま ・ 大豆】

※表示価格はすべて税込みです。

※カロリー表示は当社調べで算出しております。

温野菜（ラー油小鉢付）

とろろ

テールスープ

五穀ごはん

※写真は盛付けイメージです。※写真は盛付けイメージです。

【アレルゲン ： 小麦 ・牛肉 ・ ごま ・ 大豆】

【アレルゲン ： やまいも】

プレミアム牛タン
赤ワイン煮セット

牛タンの霜降り部位を厚さ２cm 程度に極厚カットし、秘伝のスープ・

赤ワインとバルサミコ酢を加えて、じっくり煮込んだ自慢の逸品です。

3,500円（1,019Kcal）

（パン ・ テールスープ付き）

【アレルゲン ： 小麦 ・乳成分 ・ 牛肉 ・大豆 ・ 豚肉】

3,200円（750Kcal）単品
※写真は盛付けイメージです。※写真は盛付けイメージです。



380 円

820 円スーパードライ大ジョッキ

580 円スーパードライ中グラス

430 円スーパードライ小グラス

400 円ハイボール

400 円レモンサワー

720 円グラスワイン（赤・白）

400 円麦焼酎一番札（水割り・お湯割り・ロック）

400 円芋焼酎コク紫（水割り・お湯割り・ロック）

1,000 円日本酒浦霞辛口

アルコール

250 円コカ・コーラ

250 円ジンジャーエール

250 円オレンジジュース

250 円ウーロン茶

150 円ジャワティー

ソフトドリンク

アサヒドライゼロ

ノンアルコール

ドリンクメニュー

※表示価格はすべて税込みです。
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