
セットメニュー

ファミリーセット（野菜付）

※店舗により、お取り扱いしてないメニューもございます。　価格には消費税（10％）を含みます。

ロース（2人前）・カルビ（2人前）・上ミノ（1.5人前）

上ファミリーセット（野菜付）
上ロース（2人前）・上カルビ（2人前）・上ミノ（1.5人前）

6,100円

8,100円

Aセット
ロース（1.5人前）・カルビ（1.5人前）

3,480円

上セット
上ロース（1人前）・上カルビ（1人前）・上ミノ（1人前）

4,380円

ホルモンセット
しまちょう・アカセン・タン（タレ）・焼レバー（各1人前）

3,200円

昌久園セット
塩タン（1人前）＋Aセット

5,100円

人前）

0円

人前）

0円 エビ･イカ･ホタテ･貝柱･
カニツメ･野菜付

2,850円

しゃぶしゃぶ鍋
［2人前より承ります］

特選 5,000円
お肉追加 4,000円

特上 4,000円
お肉追加 3,000円

シーフードセット

（写真は4人前）

※ 堺（天神）店 ・ 岸和田店は、予約制。
※ 泉北パンジョ店 ・ 鳳ウイングス店は、お取り扱いしておりません。



しまちょう
（写真は2人前）

カルビ
（写真は2人前）

上塩タン
（写真は1人前）

カルビ

前）前）
上塩タンンンタンン
（写真は1人前（写真は1人前真

しまち

（写真真は2人前）

単品メニュー（お肉の部）

特選ヘレ（130～150g）・・6,500円～時 価
特選ロース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,350円
　
特上ロース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,250円
特上カルビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,250円
特上骨付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,450円
　
上ロース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,730円
上カルビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,730円
上骨付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,930円
ライトロース（うす切りロース）・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,250円
　
ロース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,230円
カルビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,230円
ツラミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,130円
　
特選塩タン（厚切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・2,650円
上塩タン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円
塩タン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,750円
　
特選ミノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,380円
上ミノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円
ミ　ノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円
上タン（タレ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円
タ　ン（タレ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円
　
しまちょう（テッチャン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円
アカセン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円
焼レバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円
焼千枚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円
〔各1人前 100gの価格です〕

特選塩タン（厚切り）・・・2,650円
上ハラミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,850円
ハラミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,330円
※入荷状況により品切れの場合があります。

ハラミ
（写真は2人前）

人前（写真は2人写真真 人

ハラミハララララミ
（写真は2人前）人前）は2（写（写写真写



単品メニュー（刺身・シーフード・焼野菜）

生千枚

上ロース
（写真は2人前）

ツラミ
（写真は1人前）

ライトロース
（写真は2人前）

アカセン
（写真は2人前）

ツラミ
（写真は1人前前）

アカセン
写真は2人前）

（写真は1人前

前）

ロースローー
真は2人前）

上ロース
（写真は2人前（写真は2人前

生千枚
エビ焼き（3尾）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円
イカ焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,130円
貝柱焼き（5ヶ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円
カニツメ焼き（4ヶ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,130円
ホタテ焼き（5ヶ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円

シーフード

野菜焼き盛り合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円
たまねぎ焼き（6枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
とうもろこし焼き（6ヶ）・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
各種野菜焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
ニンニク焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円
ニンニクホイル揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円
　　追加ニンニク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円

イカフェ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円
生千枚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円

刺　身

野　菜

野菜焼き盛り合わせ

追加ニンニク　　 40000004 円円円

野菜焼き盛り合わせ



単品メニュー（一品・冷麺・スープ・米飯の部）

ナムル

石焼ピビンパ

ピビンパ

トックテールスープ

ワカメスープ
冷　麺

キムチ盛合せ

単品メニュ

キムチ盛合せ

ピビンパ

石焼ピビンパ

トックテールスープ

キムチ盛合せ

ワカメスープ

ナムル

冷　麺

モヤシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330円
ナムル（味つけ野菜の盛合せ）・・・・・530円
キムチ盛合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・960円
キムチ（白菜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・530円
キムチ小（白菜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330円
カクテキ（大根）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・530円
オイキムチ（きゅうり）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・530円
チシャ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330円
サラダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・530円
キャベツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円

冷　麺 大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円
冷　麺 ㊥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900円
冷　麺 小・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円

ワカメスープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460円
玉子スープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460円
野菜スープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460円
モヤシスープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460円
カルビスープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・970円
ユッケジャンスープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・970円
テールスープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・970円
トック（もち入りスープ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・610円

石焼ピビンパ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,020円
※ 泉北パンジョ店では、取り扱っておりません。

ピビンパ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720円
クッパ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720円
カルビクッパ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円
テールクッパ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円
お茶づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円
ライス 大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円
ライス ㊥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円
ライス 小・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円

一　品

米　飯

スープ

冷　麺



ムートン・カデ・ルージュ（赤）

生産者:バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド 地域：フランス/ボルドー
品種：メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン

シャトー・レイソン
シュヴァリエ・ド・レイソン ルージュ（赤）

バロン・フィリップ・ドゥ・ロスシルド社の芸術的な精神と技術が生かされ、心地よくバランスの
とれたワインです。フレッシュなチェリーやラズベリーの香り、なめらかな口当たりが親しみや
すい味わいです。

シャトー・レイソン
シュヴァリエ・ド・レイソン ブラン（白）

ハーフボトル ２,000円

ハーフボトル ３,000円

W Sine election

生産者：シャトー・レイソン 地域：フランス/ボルドー A.O.C.ボルドー
品種：セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン、ミュスカデル

輝きある淡い黄緑色の色調、柑橘系フルーツや白い花の繊細な香りが感じられる白ワイン。
いきいきとした印象を感じ、酸味、果実味のバランスが非常に良いワインです。

生産者：シャトー・レイソン 地域：フランス/ボルドー A.O.C.ボルドー
品種：メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン

『シュヴァリエ（騎士）』の名を冠する、美しいルビー色、赤い果実の香りが特徴の赤ワイン。滑ら
かでエレガントなタンニン、バランスのとれたまろやかな口当たり味わいを楽しむことが出来ま
す。

ハーフボトル ２,000円

ライトボディ フルボディ

フルーティ 渋み

ライトボディ フルボディ

フルーティ 渋み

甘口 辛口

当店お薦めワイン

ハーフボトル

酸味おだやか 酸味強い

★ その他ワイン・フルボトル等についてはスタッフにお尋ね下さい。

価格は消費税（１０％）を含んでいます。



★ その他ワイン・フルボトル等についてはスタッフにお尋ね下さい。

ムートン・カデ・ルージュ（赤）

生産者:バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド 地域：フランス/ボルドー
品種：メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン

ネグラーレ
ヴァルポリチェッラ・クラッシコ（赤）

バロン・フィリップ・ドゥ・ロスシルド社の芸術的な精神と技術が生かされ、心地よくバランスの
とれたワインです。フレッシュなチェリーやラズベリーの香り、なめらかな口当たりが親しみや
すい味わいです。

ネグラーレ
ソアーヴェ・クラッシコ（白）

フルボトル 3,500円

フルボトル 5,400円

W Sine election

生産者：ネグラーレ 地域：イタリア/ヴェネト D.O.C.ソアーヴェ・クラッシコ
品種：ガルガネーガ主体、トレッビアーノ

ヴェネト州のソアーヴェ地区の中でも、古くからあるクラッシコ地区の畑から収穫されたガル
ガネーガを主体に造られまたワイン。ほんのりと緑がかった麦わら色が非常に特徴的で、ク
リアな口当たりと非常にシャープな辛口の清涼感ある白ワインです。

生産者:ネグラーレ 地域：イタリア/ヴェネト D.O.C.ヴァルポリッチェラ
品種：コルヴィーナ、ロンディネッラ、モリナーラ

イタリアワインの銘醸地の1つ、ヴェネト州のヴァルポリチェッラ地区の中でも古く
からあるクラッシコ地区のブドウを使って造られたワイン。ヴェローナ地域の典型的
なブドウ品種で造られたこのワインは、優しい果実の香りと軽快な味わいが特長です。

フルボトル 3,500円

フルボディ

渋み

フルボディ

渋み

当店お薦めワイン

フルボトル

甘口 辛口

ライトボディ

フルーティ

ライトボディ

フルーティ

酸味おだやか 酸味強い

価格は消費税（１０％）を含んでいます。




