
グランドメニュー

すき焼/しゃぶしゃぶ/ヒレステーキ御膳

すき焼/しゃぶしゃぶ 御膳
　前菜  すき焼 又は しゃぶしゃぶ お食事 

各 ¥6,000

霜降り すき焼/しゃぶしゃぶ 御膳 
　前菜  霜降りすき焼 又は しゃぶしゃぶ  お食事 　

各 ¥8,000

極上霜降り すき焼/しゃぶしゃぶ 御膳
　先付  前菜  極上霜降りすき焼 又は しゃぶしゃぶ  お食事

各 ¥10,000

銘柄牛 すき焼/しゃぶしゃぶ/ヒレステーキ 御膳 
　先付  前菜  銘柄牛すき焼 又は しゃぶしゃぶ 又は ヒレステーキ　お食事　アイスクリーム

各 ¥12,000

特選牛ヒレ すき焼/しゃぶしゃぶ 御膳
　先付  前菜  特選牛ヒレすき焼 又は しゃぶしゃぶ  お食事  アイスクリーム 　

各 ¥13,000

神戸牛 すき焼/しゃぶしゃぶ/ヒレステーキ 御膳
　先付  前菜  神戸牛すき焼 又は しゃぶしゃぶ  又は ヒレステーキ お食事  アイスクリーム

各 ¥13,000

神戸牛 サーロインステーキ 御膳
　先付  前菜　神戸牛サーロインステーキ  お食事  アイスクリーム　

¥15,000

国際通り本店

明治28年創業

価格は全て税別です。　下記の金額には消費税が加算されます。

11:30am～9:30pm(8:30pm L.O.)

・お一人様¥5,000以上のご飲食は、サービス料10%を頂戴致しております。
・ご予約の場合は
　2-3階特別室のご利用は ¥14,000以上のコース料理
　2階個室のご利用は¥10,000以上のコース料理
　3階座敷のご利用は¥8,000以上のコース料理とさせていただきます。
※誠に勝手ながら、平日に限りまして国際通り本店の２階個室と２-３階特別室は、中学生未満の
　お子さまをお連れのお客さまのご利用をお受けいたしておりません。



懐石
懐石 雪 
　先付二種  前菜  お椀  向付  焼物  焚合せ  揚物  お食事  デザート 

¥14,000

懐石 花
　調理長おまかせ懐石  銘柄牛すき焼  又は  しゃぶしゃぶ 付

¥18,000

銘柄牛すき焼/しゃぶしゃぶ/ヒレステーキ 御膳
　先付二種  前菜  銘柄牛すき焼 又は しゃぶしゃぶ 又は ヒレステーキ  お食事  デザート

各 ¥14,000

銘柄牛すき焼/しゃぶしゃぶ/ヒレステーキ 懐石
　先付二種  前菜  お椀  向付　銘柄牛すき焼 又は しゃぶしゃぶ 又は ヒレステーキ  お食事  デザート

各 ¥17,000

懐石 雪 
　先付二種  前菜  お椀  向付  焼物  焚合せ  揚物  お食事  デザート 

¥14,000

懐石 花
　調理長おまかせ懐石　特選銘柄牛すき焼  又は  しゃぶしゃぶ 付

¥18,000

神戸牛 すき焼/しゃぶしゃぶ/ヒレステーキ 懐石
　先付二種  前菜  お椀  向付  神戸牛すき焼  又は しゃぶしゃぶ  又は ヒレステーキ  お食事  デザート　

各 ¥18,000

神戸牛 サーロインステーキ 懐石
　先付二種  前菜　お椀  向付  神戸牛サーロインステーキ  お食事　デザート　

¥20,000

特別室メニュー
6名様 ～ 10名様

価格は全て税別です。　下記の金額には消費税が加算されます。

浅草今半懐石
極上霜降り すき焼/しゃぶしゃぶ 懐石
　先付  前菜  お椀  向付  極上霜降りすき焼 又は しゃぶしゃぶ  お食事  デザート 　

各 ¥13,000

銘柄牛 すき焼/しゃぶしゃぶ/ヒレステーキ 懐石
　先付二種  前菜  お椀  向付　銘柄牛すき焼  又は しゃぶしゃぶ  又は ヒレステーキ お食事  デザート 

各 ¥17,000

神戸牛 すき焼/しゃぶしゃぶ/ヒレステーキ 懐石
　先付二種  前菜  お椀  向付  神戸牛すき焼  又は しゃぶしゃぶ  又は ヒレステーキ  お食事  デザート　

各 ¥18,000

神戸牛 サーロインステーキ 懐石
　先付二種  前菜　お椀  向付  神戸牛サーロインステーキ  お食事　デザート　

¥20,000



ランチメニュー
（11:30am～3:00pm）

百年牛丼 (一日限定20名様)
  赤出汁 香の物 

二段重＜百年牛丼・ステーキ丼＞ (一日限定20名様)
  サラダ  赤出汁 香の物

刺身昼膳 
  先付  刺身  煮物  御飯 赤 出汁  香の物 

すき焼/しゃぶしゃぶ 昼膳 
　前菜  すき焼 又は しゃぶしゃぶ  お食事 

すき焼/しゃぶしゃぶ 昼懐石
　先付  前菜  お造り  替り鉢  すき焼 又は しゃぶしゃぶ  お食事

¥1,500

¥3,000

¥3,000

各 ¥3,500

各 ¥5,000

国際通り本店

明治28年創業

＜お昼の特別献立＞

浅草今半御膳
　先付  前菜  お椀  お造り  すき焼 又は しゃぶしゃぶ  お食事  デザート

※ご慶事・ご法要・ご会合にどうぞご利用下さいませ。 ご用向きにより、献立・器・しつらい等調整致します。

※ランチメニューはご来店順にご案内致します。

　 ¥8,000

明治すきやき丼 (一日限定20名様)
  赤出汁 香の物 

¥2,000

ステーキ丼 (一日限定20名様)
  赤出汁 香の物

¥2,500

浅草今半御膳明治すきやき丼 二段重

価格は全て税別です。　下記の金額には消費税が加算されます。



¥17,000

¥24,000

RRST/特撰 黒毛和牛ロースすき焼セット
  特撰黒毛和牛ロースすき焼用：450ｇ　野菜：2~3人前　割り下

百年牛丼

お持ち帰り　お弁当メニュー
（11:30am～20:30pm）

¥1,500

¥12,000

※浅草今半国際通り本店は神戸牛流通促進協議会 神戸牛取扱指定店です。（指定登録第483号取得）

すき焼弁当 ¥2,300

RS/黒毛和牛ロースすき焼用
  黒毛和牛ロースすき焼用：750ｇ

¥17,000

すき焼弁当百年牛丼弁当

RST/黒毛和牛ロースすき焼セット
  黒毛和牛ロースすき焼用：450ｇ　野菜：2~3人前　割り下

KBRS-300/神戸和牛ロースステーキ用
  特撰神戸和牛ロースステーキ用：160ｇ×4枚

¥24,000

¥30,000

KBR-200/神戸和牛ロースすき焼用
  神戸和牛ロースすき焼用：450ｇ

¥20,000

KBR-300/神戸和牛ロースすき焼用
  神戸和牛ロースすき焼用：700ｇ

RSS/特撰 黒毛和牛ロースすき焼用
  特撰黒毛和牛ロースすき焼用：750ｇ

神戸牛

お持ち帰り・配送　精肉メニュー
（11:30am～20:30pm）

※ご注文後にお作りしますので１５分程お時間頂戴いたします。
※お渡しより３時間以内にお召し上がりください。

黒毛和牛

※化粧箱代込・送料サービス

価格は全て税別です。　下記の金額には消費税が加算されます。


