まずは
３品！

ビールと
一緒に!

お鍋を待つ
間に！

いかがですか？

下記より3品お選びください。
単品でもご注文いただけます。
3dishes can be selected

Pickled quail eggs
in worcestershire sauce

430 円

お得です!

Yam and ume-jellyfish

Cucumber pickles

Roasted pork belly
with leeks and salt sauce

1,000 円

430 円

Okra with citrus flavored sauce

Deep-fried eggplant
in Japanese broth

430 円

Cream cheese with wasabi

430 円

430 円

※表示の価格はすべて税込み表示となっております。

430 円

430 円

Shirataki dressed
with mentai

430 円

Motsu nabe is an original “Hot Pot Food” from the HAKATA region of Kyushu.

MOTSUNABE

白のもつ鍋

白のもつ鍋（にんにくの効いた味噌ベースの鍋）
SHIRO MOTSUNABE

Miso garlic soup

（Per Person）一人前

1,800 円

（Per Person）一人前

1,600 円

赤のもつ鍋（コクのある九州醤油ベースの鍋）
AKA MOTSUNABE

Soysauce garlic soup

金のもつ鍋（昆布出汁であっさり味の鍋）
KIN MOTSUNABE

Kelp soup

（Per Person）一人前

銀のもつ鍋（塩・黒胡椒味のさっぱり鍋）
GIN MOTSUNABE

Salt and blackpepper soup

炎のもつ鍋（味噌ベースの辛い鍋）
HONOO MOTSUNABE

Spicy miso soup

1,600 円

鍋をさらに
美味しく
Extra toppings

You may also enjoy the following extras

もつの追加............ 1,200 円
An extra serving of haslet

野菜の追加 .............. 690 円
An extra serving of vegetables

（Per Person）一人前

1,650 円

（Per Person）一人前

1,850 円

長崎ちゃんぽん ........ 520 円
Nagasaki champon noodles (one serving)

雑炊セット................. 700 円
Rice porridge set

※お鍋のご注文は二人前より承ります。 ※鍋のニンニクの量は調整できますので、スタッフまでお申し付けください。

Motsu nabe dishes can be prepared for two or more people.
※表示の価格はすべて税込み表示となっております。

Motsu yaki is Teppanyaki with “motsu” or “beef ” and lots of vegetables.

MOTSUYAKI

小腸

鍋だけじゃない！
ビールのお供に
もつ焼き！

特製塩ダレを揉み込んだ〝もつ〟と
たっぷりの野菜を熱々の鉄板でしっ
かり焼きあわせて仕上げます︒もつ
はこだわりの国産牛小腸︒プリッと
した弾ける食感︑旨味と脂の甘みが
口の中に広がります︒
お好みで自家製辛味噌を添えてお召
し上がりいただくと旨味がさらに引
き立ちコク深い味わいに︒

もつ焼き ◎小腸
◎中落ちカルビ
◎小腸＆中落ちカルビ
中落ちカルビ

（Per Person）一人前

1,600 円

※もつ焼きのご注文は二人前より承ります。
Motsuyaki dishes can be prepared for two or more people.

※表示の価格はすべて税込み表示となっております。

SPECIAL

赤身

フタエゴ

タテガミ

SHIMOFURI BASASHI

2,500 円

Horse meat sashim

蟻月

昆布

BASASHI
SANSYUMORI

2,000 円

Red meat, Futaego (meat outside the ribs),

七味

Tategami (meat from horse's back neck)

Assortment of 3 types horse meat sashimi

柚子

MENTAIKO SANSYUMORI
Assortment of 3 types spicy pollock roe (kelp, citron, shichimi seasoning)

Japanese style
scrambled eggs
with leeks

1,280 円

MENTAI NO
TAMAGOYAKI

520 円 NIRA TAMAGOTOJI

WASABI
EDAMAME

わさびの香味が
くせになる！

Salted edamame soybeans with wasabi

430 円

Japanese omelette prepared with leeks and mentai

NIRA GYOZA
Fried nira gyoza

※表示の価格はすべて税込み表示となっております。

660 円

SUMOTSU

Vinegared haslet

850 円

650 円

SASHIMI

TORIWASABI

680 円

Chicken-ham with wasabi-seasoned sauce

MAGURO YUKKE

Maguro yukho

850 円

MAGURO YAMAKAKE

Maguro topped with grated yam

GOMA KANPACHI

850 円

Raw amberjack with sesami sause

890 円

FRIED FOOD

PARIPARI GOBO NO
KARAAGE

580 円

Burdock Chips

熊本名物 揚げたて

MAGURO KATSU
Deep-fried maguro cutlet

980 円

Mastard-stuffed lotus

KARASHI
RENKON

650 円

Deep-fried gyoza with black sesame
and black pepper
660 円

SATSUMAAGEMORI

Kagoshima original, Satsuma style
fried fish cake
680 円

蟻月特製

宮崎名物

鹿児島名物

AGE GYOZA

CHIKIN NANBAN

Deep-fried chicken
with tartar sauce

※表示の価格はすべて税込み表示となっております。

750 円

WAKADORI NO KARAAGE

Fried spring chicken

580 円

SALAD, VEGETABLES

MIZUNA
SARADA

550 円
Potherb mustard salad

550 円
TOFU
SARADA
Tofu salad

Tomatoes

FRUITS TOMATO

580 円

SMALL DISH FOR ALCOHOL

炙りイカめんたい

イカめんたい

KARASHI
TAKANA 430 円

AEMONOMENTAIKO SANSYUMORI

Assortment of 3 types mixed spicy pollock roe
(roasted squid, squid, herring roe)

1,100 円

Pickled takana with chili

口にした瞬間
にくるピリッ
とした辛味と︑
噛むほどに
染み出てくる
九州甘口しょ
う油の甘みと
旨味が後を
引く美味しさ
です︒

数の子めんたい

蟻月謹製

KARASHI MENTAIKO
Spicy pollock roe

Ray fin,
lightly grilled

500 円

Cucumber
pickles
430 円

MESHOGA NO
AMAZU DUKE
TATAKI KYURI

Pickled spring ginger

※表示の価格はすべて税込み表示となっております。

650 円

新生姜の新芽の
部 分 特 有 の︑
シャキッとした
歯応えと上質な
風味をお楽しみ
ください︒

EIHIRE NO
ABURI

980 円

RICE

220円
320円

（大）

SHIRO
GOHAN

Rice, Rice(large)

（2 個）

560 円

TAKANA ONIGIRI

Rice ball (Takana mustard)
(2pieces)

560 円

（2 個）

MENTAI ONIGIRI

KASHIWA ONIGIRI

Rice ball (Spicy cod roe)
(2pieces)

Hakata original, kashiwa rice ball (2pieces)

（2 個）

580 円

DESSERT

CREAM CHEESE MONAKA

Monaka, wafers filled with cream cheese and sweet bean paste (2pieces)

560 円

（2 個）

CREAM CHEESE
DORAYAKI
Dorayaki pancake filled with cream cheese
and sweet bean paste (2pieces)
（2 個）

680 円

UMEGAE MOCHI
“Umegae mochi” japanese rice cake (with sweet bean paste)(2pieces)

（2 個）

560 円

季節の

KUROMAME TO
KINAKO NO ICE CREAM

350 円

Black bean and kinako (soy bean flour) ice cream

260 円
SHERBET

※表示の価格はすべて税込み表示となっております。

UJI KINTOKI
Shaved ice with red bean paste
and green tea syrup

580 円

SHOCHU HIGHBALL / SOUR

DRINK
MENU

ゆかりサワー .......................................... 600 円
レモンサワー .......................................... 600 円
シークヮーサーサワー ................... 600 円
梅サワー...................................................... 600 円

お飲み物

グレープフルーツサワー.............. 600 円
カルピスサワー .................................... 600 円
トマトハイ ................................................ 600 円
ウーロンハイ .......................................... 600 円
ウコンハイ ................................................ 600 円
緑茶ハイ...................................................... 600 円

BEER

生ビール（アサヒスーパードライ）................640 円
生ビール 小（アサヒスーパードライ）........ 420 円
瓶ビール 中（アサヒスーパードライ）........ 650 円
JAPANESE FRUIT LIQUOR

角玉梅酒....................................................... 650 円
鶯の杜梅酒 ................................................. 650 円
つぶつぶみかん .................................... 660 円
とろとろ桃 ................................................ 660 円

ゆかりビール（赤しそ風味）..................... 650 円
甘酸っぱくて人気 !

レッドアイ ................................................. 650 円
シャンディーガフ ................................ 650 円

正春の柚子 ................................................. 650 円

JAPANESE SAKE

WHISKEY

福岡県筑後手造伝統之酒

蟻月ハイボール .................................... 600 円

創業江戸時代 享保二年（1717年）、290年の歴史を
刻む蔵元繁桝。継承の技を守り、さらに研鑽し、
ひとしずくの尊い酒を醸し出す。

繁桝（大吟醸） 1 合 ..............1,100 円

ゆかりハイボール ............................... 600 円
ハイボール ................................................. 550 円
オレンジハイボール ......................... 600 円

繁桝（辛口純米） 1 合 ........... 880 円

グレープフルーツハイボール .. 600円

初孫 銀嶺 純米（山形）............300ml 1,000 円

ジンジャーハイボール ................... 600 円

コークハイボール ............................... 600 円

玉乃光 純米吟醸（京都）......... 300ml 1,100 円

竹鶴ハイボール ..................................... 770 円

奥の松 純米大吟醸スパークリング（福島）
.............................................................290ml 1,400 円

ウイスキー竹鶴（ロック・水割り）...... 各 720 円

ブラックニッカ（ロック・水割り）...... 各 500 円

※表示の価格はすべて税込み表示となっております。

焼酎のみきり
芋

芋麹 芋......................................... 3,850 円
富乃宝山..................................... 3,850 円

SHOCHU, DISTILLERD SPIRITS

やきいも黒瀬 ......................... 3,850 円

蟻月オリジナル芋焼酎

麦

杜谷 ................................................ 4,235 円

米

玉露 ................................................ 3,850 円

大和桜酒造と蟻月で作ったこだわりの焼酎

流（ながれ）...................................... 770 円
流ハイボール ........................ 770 円

黒糖 由羅王 .......................................... 3,850 円
泡盛 やまかわ..................................... 3,300 円
ウコン割セット................................ 550 円
ウーロン割セット .......................... 550 円
シークヮーサー割セット......... 550 円

芋
大和桜 ....................................................... 720 円
大和桜 紅芋 .......................................... 720 円
不二才 ....................................................... 720 円
純芋 ............................................................ 940 円
やきいも黒瀬 ...................................... 720 円
富乃宝山.................................................. 720 円
吉兆宝山.................................................. 720 円

WINE

海 ................................................................... 720 円

グラス（赤・白）.............................. 各 440 円

さつま司..................................................500 円

ボトルワイン・シャンパンのリストは後ページにございます。

佐藤 黒 ......................................................950 円

麦

常蔵 ............................................................ 600 円
一心不乱.................................................. 720 円
SOFT DRINK

ラムネ ................................................... 360 円

米

グレープフルーツジュース... 360 円

鳥飼 ............................................................. 830 円

オレンジジュース ....................... 360 円

大石 ............................................................. 830 円

トマトジュース ............................ 360 円
コーラ ................................................... 360 円
ジンジャーエール ....................... 360 円
カルピス.............................................. 360 円
ウーロン茶 ........................................ 360 円

黒糖

奄美 ............................................................. 720 円
三年寝太蔵 ............................................ 720 円

ウコン茶.............................................. 360 円

泡盛

緑茶 ......................................................... 360 円

春雨カリー ........................................... 660 円

ノンアルコールビール

残波 ............................................................. 720 円

（アサヒ ドライゼロ 瓶）.................... 500 円

※表示の価格はすべて税込み表示となっております。

