藁焼きたたき

「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。

め
おすす

藁焼き鰹のたたき

（小）1 〜 2人前
（大）3 〜 4人前

¥980
￥1,880

新鮮な 鰹を高温の藁焼きで炙りました。和辛子と醤油でお召しあがりください。

藁焼き丹波鶏 …………………… もも肉

￥780

[ 数量限定 ] せせり
￥780
ミックス（もも肉 ＆ せせり） ￥1,480

特別に仕入れた丹波鶏を藁焼きに。
アクセントに添えた柚子胡椒でどうぞ。

イカの一夜干し ……………… ハーフ
フル

藁焼き丹波鶏 ミックス

￥880

￥1,680

身は柔らかく風味豊かな一夜干しを藁の香りで包みました。
※表記価格はすべて税込価格です

とりあえず

枝豆 ………………………………………¥380

じゃがいもアンチョビバター ………¥480

言わずと知れた定番おつまみ。

アンチョビの塩味がいい感じ。

め
おすす

塩だれキャベツ ………………………¥380

やみつき間違いなしのシャキ旨キャベツ。

「カツを」特製の味玉 ………… 1ケ¥230
自家製漬けタレの旨味がしみこんでます。

め
おすす

鶏皮ぽん酢 ……………………………¥380

たこわさ …………………………………¥380

さっぱりぽん酢でいただく定番メニュー。

ぴりっとした、
わさびの風味でお酒もすすみます。

自家製きゅうり浅漬け ………………¥380

イチジクバター …………………………¥530

自家製出汁に漬け込んで旨味たっぷり。

トルコ産セミドライイチジクにバターを詰めました。

たこさんウィンナー……………………¥430
みんな懐かしの一品。

サラダ
め
おすす

「カツを」特 製 ポテトサラダ … ¥580
特製味玉を使った手作りサラダ。

冷やしトマト ……………………… ¥480
お店手作りのらっきょうの薬味とご一緒に。

揚げじゃこと豆腐のサラダ …… ¥680
素揚げしたじゃこのカリッとした食感がアクセント。

※表記価格はすべて税込価格です

逸品

出汁巻き玉子 ……………………… ￥830
ご注文ごとに時間をかけて丁寧にお作りする出汁巻。
め
おすす

め
おすす

鰹のカルパッチョ …………………¥980

自慢の鰹をイタリアンスタイルの自家製ドレッシングで。

とん平焼き ………………………… ￥730

国産和牛ローストビーフ …………¥880

ご存知！大阪名物は人気のひと品。

お店仕込みのローストビーフをわさびでさっぱりと。

鶏手羽唐揚げ …………………………¥680
パリッとジューシーに仕上げたこだわりの一品。

揚げる

カリカリ細切りポテトフライ ………¥480

鰹フライ …………………………………¥680
たたきに使う新鮮な鰹をまるごとフライに。

たこの唐揚げ …………………………¥730
め
おすす

スパムカツ ………………………………¥580
ハイボールと合わせると最高なヤツ！

鶏ももの唐揚げ ………………………¥580

自家製ダレに漬け込んでパリっとジューシーに仕上げた
自慢の唐揚げ。
※表記価格はすべて税込価格です

てつ鍋
てつ鍋餃子 ……………………………¥780
カリッと焼き上げたアツアツ餃子。

温玉のせ塩やきそば …………………¥880
崩した温玉を絡めながら食べるのがオススメ。
め
おすす

てつ鍋山芋グラタン …………………¥880
ほのかなバジルの香りと出汁をきかせた熱々グラタン。

てつ鍋牛すじ煮込み …………………¥680
定番の一品をてつ鍋で。

てつ鍋「カツを」
の麻婆豆腐 ………¥880

てつ鍋餃子

鰹を使った特製麻婆ソースを使った特製の一皿。

〆もの
※当店ではすべて国産米を使用しています

焦がし醤油の焼きおにぎり ……

¥480

め
おすす

¥580

〆にぴったり。
特製 鰹の食べるラー油をのせたごはん。

焦がし醤油の香ばしさを焼きのりに包んで。

「カツを」の手作りキンパ

自家製 鰹ラー油ごはん …………
スパムおにぎり ……………………

…… ¥680

アクセントのごま油が効いたアテにも〆にもおすすめ。

¥680

ガッツリ飯で〆たい方へ。

甘味
白胡麻バニラアイス ……………… ¥280

柚子シャーベット ………………… ¥280

相性抜群の白胡麻をかけたバニラアイス。

お酒を楽しんだ後にさっぱりと。
※表記価格はすべて税込価格です

鍋料理

旨だし醤油もつ鍋

ご注文は 2 人より承ります

旨だし醤油もつ鍋 ………………………………………………………………………

1 人前

¥1,180

1 人前

¥1,280

独自に配合した旨味たっぷりのだし醤油が、
もつや野菜との相性抜群です。

白味噌豆乳もつ鍋 ………………………………………………………………………
1782年創業の
「石野味噌」
の白味噌に豆乳を加えた、
まろやかでコクのあるスープが魅力。

もつ鍋を最後まで堪能するオプションメニュー！

〆にぴったりの中華麺 …………………………………………………………… ¥180
もちもち食感の中華麺にだしが絡まる贅沢。
おすすめです。

日本酒
sake

あざくら

阿櫻 超旨辛口

きくひめ

純米

azakura

秋田県産ふくひびき 純米酒 日本酒度 +10 酸度 2.0

【秋田県】

切れの良い飲み口の中に、
お米の旨味が感じられる。
飲み飽きず、
食事との相性◎。

きんけん

菊姫 金劍 純米
【石川県】

コメの甘味・旨味が活きた優しい味わいの
「女酒」
。
やや甘めのソフトな口当たり。

みむろすぎ

福千歳 PURE RICE WINE
【福井県】

fukuchitose

福井県産コシヒカリ 純米ワイン 日本酒度 -12 酸度 5.0

福井のコシヒカリ×ワイン酵母のコラボレーション。
これが日本酒の新しい可能性です。

低温＆長期発酵で手間暇かけて作られる１本。
奈良の酒米
「露葉風」
を使用した端麗辛口。

おまち

……………… ¥550

グラス

……………… ¥1,100

一合

…………… ¥3,800

四合瓶

mimurosugi

露葉風 日本酒度＋9 酸度 1.9

……………… ¥1,000

一合

しゅうほう

三諸杉 辛口純米酒 切辛
【奈良県】

……………… ¥500

グラス

…………… ¥4,200

四合瓶

…………… ¥3,800

ふくちとせ

……………… ¥1,100

一合

……………… ¥1,000

四合瓶

……………… ¥550

グラス

グラス ……………… ¥500
一合

kikuhime kinken

山田錦 日本酒度 −4.5 酸度 1.6

…………… ¥4,200

四合瓶

秀鳳 雄町 特別純米

いまよつかさ

syuuhou omachi

……………… ¥500

グラス

……………… ¥1,000

一合
四合瓶

…………… ¥3,800

ブラック 今代司 極辛口純米 black imayotsukasa

……………… ¥600

グラス

……………… ¥1,200

一合
四合瓶

…………… ¥4,600

※表記価格はすべて税込価格です

ロック・水割り・ソーダ +¥50( 税込 ¥55) お好みでどうぞ。

焼酎
shochu
くろきりしま

とみのほうざん

黒霧島

富乃宝山

kurokirishima

芋焼酎 25 度

【宮崎県 霧島酒造 】

黒麹で仕込んだとろりとした甘みと、
キリッとしたキレが特徴の定番芋焼酎。
……………………… ¥500
なかなか

きこうじじこみ

にゅうどう

黄麹仕込 入道

nakanaka

九州産の二条大麦ニシノホシを使用した、
軽快な香りと
スムーズな味わいを実現した麦焼酎界のスーパースター。
飲み方を選ばないスタンダード。

plum liquor
め
おすす
ほうじゅくうめしゅ

芳熟梅酒

houjyukumesyu

アルコール 12 度

【京都府 宝酒造】

国産手摘み青梅100%。
あんず酒と
はちみつをブレンドしたやさしい甘み。

……………………… ¥500

/

果実酒
/

fruit liquor

あらごしみかん

aragoshimikan

アルコール 7 度

【高知県 菊水酒造】

温州みかんのみずみずしい果肉たっぷり。
口の中でつぶつぶが踊る食感もお楽しみください。
……………………… ¥500

……………………… ¥500
しんるちゅう

杏露酒

kikoujijikomi nyuudou

豊かな麦の香りと味わいを感じさせる、
黄麹で造られた
芳醇な旨味の麦焼酎。

……………………… ¥600

梅酒

芋焼酎 25 度

黄麹仕込み。
「黄金千貫」
を丹念に磨き、
低温管理で丁寧に
仕込みました。
柑橘系の爽やかな香りとキレのいい口当たりの
定番人気。
……………………… ¥600

め
おすす

中々

tominohouzan

【鹿児島県 西酒造】

Shinruchu

アルコール 12 度

貴重な国内産のあんずを使用した
ちょっと特別な杏露酒です。
……………………… ¥500

あらごしりんご

aragoshiringo

アルコール 7 度

【高知県 菊水酒造】

すりおろしと角切りの両方を贅沢に使用。
りんごの自然な甘みを存分に味わえます。
……………………… ¥500

※表記価格はすべて税込価格です

麦酒

/

beer

プレミアムモルツ < 生 > ……… ¥470
プレミアムモルツ < 瓶 > ……… ¥670
ジンジャーハイボール ………… ¥570

ウィスキー
/

whisky
め
おすす

超炭酸 角ハイボール ………………¥470

特別な高ガス圧の専用サーバーでしかできない、
しっかり強い炭酸で入れた、
爽快感抜群のハイボール！

超炭酸 角ハイボール < 濃いめ > …¥570
濃い目がうれしい超炭酸のハイボールです。
呑兵衛におすすめです。

知多ハイボール …………………… ¥770
白秋ハイボール …………………… ¥880

超炭酸 角ハイボール < ゆず > ……¥470
徳島産ゆず果汁を使用した香り華やかなハイボール。

サワー

ノンアルコール

sour

non alcoholic

レモンサワー …………………………¥470

サントリー オールフリー ………¥470

酸味を効かせたさわやかな一杯。

烏龍茶 ……………………………………¥300
ゆずサワー ……………………………¥470
ゆずシロップを使用した香り華やかなサワー。

グレープフルーツサワー …………¥470
定番の爽やかなグレープフルーツサワー

カルピスレモンサワー ……………¥470
甘酸っぱさがクセになる。

コーラ ……………………………………¥300
オレンジジュース …………………¥300
グレープフルーツジュース ……¥300
ジンジャーエール …………………¥300

※表記価格はすべて税込価格です

