ミニ丼御膳

いろんな組み合わせが
自由にお楽しみいただけます。

選べるミニ丼にミニうどんや茶わんむし、デザートが楽しめる満足セットです。

（税込）

な
お得

ミニ丼セット

小さな丼の中に
おいしさいっぱい。

+220円

ミニ丼セットに

ミニ丼セットに、選べるサイドメニューがついたミニ丼だけのお得なセットです。
変更ＯＫ 。

ミニうどんは、
ミニそば、
ミニざる
そば
（うどん）
にも
かえられます。

変更ＯＫ 。

ミニうどんは、
ミニそば、
ミニざる
そば
（うどん）
にも
かえられます。

抹茶わらび餅

抹茶わらび餅

ミニいくら丼単品９８０（税込１０７８ ）
セット

ミニいくら丼セット

（ミニうどん・茶わんむし・抹茶わらび餅・お漬物付）

単品

1,380（税込1,518）

ミニいくら丼御膳

635kcal

1,580（税込1,738）

塩分 6.3g

370kcal
塩分 1.9g

（ミニいくら丼セット＋サイドメニュー1品）

選べます おいしさいろいろ、お好きな丼でどうぞ。

選べます
ひらす

ミニづけ丼セット

ミニステーキ丼セット

ミニまぐろ丼セット

（ミニうどん・茶わんむし・抹茶わらび餅・お漬物付）

（ミニうどん・茶わんむし・抹茶わらび餅・お漬物付）

（ミニうどん・茶わんむし・抹茶わらび餅・お漬物付）

（ミニうどん・茶わんむし・抹茶わらび餅・お漬物付）

ミニ天丼単品 580（税込638）

ミニづけ丼単品 780（税込858）

ミニステーキ丼単品 880（税込968）

ミニまぐろ丼単品 880（税込968）

ミニ天丼御膳 1,180（税込1,298）

ミニづけ丼御膳 1,380（税込1,518）

ミニステーキ丼御膳 1,480（税込1,628）

ミニまぐろ丼御膳 1,480（税込1,628）

980（税込1,078）

（ミニ天丼セット＋サイドメニュー1品）
セット 797kcal 塩分 5.7g

単品

532kcal 塩分 1.3g

ミニ丼の大盛りはできません。

わさび抜きを
ご希望の方は
係にお申し付け
ください。

1,180（税込1,298）

（ミニづけ丼セット＋サイドメニュー1品）
セット 563kcal 塩分 5.6g

単品

298kcal 塩分 1.2g

単品より

1,280（税込1,408）

お肉は柔らかく
するために
牛脂を加える
加工をしています。

（ミニステーキ丼セット＋サイドメニュー1品）
セット 689kcal 塩分 5.7g

※お漬物の具は変わる場合がございます。 ※うどんは、そばと同じ釜でゆでています。

単品

424kcal 塩分 1.3g

1,280（税込1,408）

単品より

253円

253円

53kcal 塩分 0.9g

126kcal 塩分 1.9g

(税込)

お得

わさび
醬油に
からめて
います。

ミニ天丼セット

ミニ丼セットに+220円（税込）で
さらに自分好みのごちそう御膳に。

単品より

253円

(税込)

お得

(税込)

お得

単品より

308円

(税込)

お得

（ミニまぐろ丼セット＋サイドメニュー1品）
セット 550kcal 塩分 5.5g

単品

285kcal 塩分 1.1g

404kcal
塩分 1.9g

201kcal 塩分 1.2g
ステーキのお肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

御膳

鍋は熱くなっておりますので

ご注意ください。

焼きもち入り

ひらす

庄屋の自慢のひとつはごはん。

国産米一〇〇％の
ごはんがおいしい。

厳選された国産米を使用し、

供しています。

できるだけ、炊きたてをご提

おじや

日本人の知恵が生んだ健康食

日本の昔な がらの伝統食、おじやは、

栄養のバランスがとれた健康食。

庄屋は創業以来、
この究極のヘルシーメニューに

こだわり続けています。

やわらかな牛肉を焼き豆腐や野菜と
じっくり煮込みました。

1,680（税込1,848）

1,080（税込1,188）

すき焼き単品 880（税込968）

◎アジフライ◎茶わんむし◎お漬物◎薬味付

1,030kcal
塩分 9.1g

単品

庄屋おじや定食

定食

すき焼き御膳

特製だしに6種類の野菜を入れて煮込みました。

540kcal
塩分 4.9g

庄屋おじや単品 830（税込913）
◎お漬物◎薬味付

塩分 7.6g

478kcal
塩分 4.8g

な ご

青唐辛子みそとすりごまの
薬味です。

お刺身と天ぷらの御膳 1,380（税込1,518）
お刺身三品盛り 880（税込968）

644kcal
塩分 5.7g

※お刺身の内容は変わる場合がございます。

単品

かにたっぷりおじや定食

お刺身、天ぷら、茶わんむし、和食の代表的お料理をセットにした御膳です。
定食

かにのほぐし身をトッピングした、
ちょっとぜいたくなおじやです。

ひらす

庄屋の歴史は一九七一
（昭和四六）
年、

長崎の小さな町に生まれた

この昭和時代の小さな創業から

一軒の食堂から始まります。

庄屋本店
（長崎県江迎町）

受け継ぐ、
和食のこころと技は、

お客様のおもてなしやお料理に

今も活かされています。

鍋は熱くなっておりますのでご注意ください。

和みの原点へ。

939kcal

単品

定食

卵抜きをご希望の方は係にお申し付けください。

128kcal
塩分 0.8g

1,380（税込1,518）

◎アジフライ◎茶わんむし◎お漬物◎薬味付

かにたっぷりおじや単品

1,130（税込1,243）

480（税込528）

（グラス）380
（税込418）

※33円（税込）引き

レディースセット

プラス110円
（税込）
で
ミニカタラーナを追加できます。
135kcal 塩分 0.0g

小鉢とお漬物、おみそ汁の具は変わる場合がございます。

ひらす

清 酒（1合）

庄 屋の天ぷらは 作 りたての

（中）580
（税込638）

作りたての衣で
揚げたての天ぷら。

飲み放題 ドリンクバー

衣で、
揚げたてをご提供して

DrinkBar

キリン
一番搾り生ビール

大盛りごはんには
無料でかえられます。

424kcal
塩分 5.5g

います。

青唐辛子みそとすりごまの
薬味です。

ごはん
（中）
は
小ごはんに
かえられます。

885kcal
塩分8.3g

単品

定食

◎お漬物◎薬味付

お料理（デザート含む）
ご注文の方

180（税込198）

ドリンクバーのみのご利用 400（税込440）

おこさまドリンクバー 100（税込110）

※対象／4才から小学校6年生まで。
※3才以下のお子さまは無料です。

●お一人様ごとにご注文いただきますようお願いします。

●カップとグラスはドリンクバーにご用意いたしております。

●20歳未満の方の飲酒は法律により禁じられています。 ●お車の運転をされる方の飲酒はお断りします。

ステーキ、天ぷら、
お刺身を一度に楽しめるお得なスペシャル御膳です。

お楽しみ御膳 1,680（税込1,848）

ちょっとステーキ 480（税込528）

770kcal 塩分 7.0g

201kcal 塩分 1.2g

小鉢とお漬物、おみそ汁の具は変わる場合がございます。

お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

ステーキ

厳選ビーフのおいしさを
和の味わいでお楽しみください。

ご当地
グルメ
長崎県産

長崎近海で獲れたアジを、
アジフライの聖地、
松浦港で加工したこだわりのアジフライ。

松浦アジフライ定食
松浦アジフライ単品

1,066kcal
塩分 5.6g

単品

830（税込913）

定食

1,080（税込1,188）

623kcal
塩分 3.0g

庄屋ステーキ単品 1,080（税込1,188）

お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

ごはん
（中）
は
小ごはんに
かえられます。
※33円（税込）引き

＋157kcal 塩分 ＋0.1g

茶わんむし

180（税込198）

（グラス）380（税込418）

54kcal 塩分 0.7g

●20歳未満の方の飲酒は法律により禁じられています。 ●お車の運転をされる方の飲酒はお断りします。

423kcal

ミニうどんは、
ミニそば、
ミニざる

そば
（うどん）
にも
かえられます。

857kcal
塩分 4.6g

単品

530（税込583）

定食

若鶏の黒酢炒め単品

1.5倍

ステーキ1.5倍増量
できます。

（中）580
（税込638）

480（税込528）

若鶏の黒酢炒め定食

930（税込1,023）

465kcal
塩分 2.4g

肉増量

変更ＯＫ 。

ヘルシーな若鶏を健康黒酢で仕上げました。

801kcal
塩分 4.7g

＋300円（税込330）で

キリン 一番搾り生ビール

清 酒（1合）
大盛りごはんには
無料でかえられます。

単品

庄屋ステーキ定食 1,380（税込1,518）

定食

やわらかステーキをさっぱりおろしだれでどうぞ。

塩分 1.8g

おろしポン酢しょうゆ
80（税込88）

レディースセット

熟成三元豚

プラス110円
（税込）
で
ミニカタラーナを追加できます。
135kcal 塩分 0.0g

えび三尾とイカに野菜の天ぷらを
盛りつけました。
サクサクの食感をお楽しみください。

天ぷら定食

180（税込198）

ドリンクバーのみのご利用 400（税込440）

おこさまドリンクバー 100（税込110）

●お一人様ごとにご注文いただきますようお願いします。

チキン南蛮定食 930（税込1,023）
チキン南蛮単品 580（税込638）

981kcal
塩分5.9g
489kcal
塩分 1.9g

ジューシーな熟成三元豚のロースかつです。

三元豚ロースかつ定食 1,280（税込1,408）

ロースかつ単品 980（税込1,078）

●カップとグラスはドリンクバーにご用意いたしております。

小鉢とお漬物、おみそ汁の具は変わる場合がございます。

小鉢とお漬物、おみそ汁の具は変わる場合がございます。 うどんは、そばと同じ釜でゆでています。

1,140kcal
塩分 6.3g

単品

※対象／4才から小学校6年生まで。
※3才以下のお子さまは無料です。

甘酢ソースのかかったチキンを、
タルタルソースでどうぞ。

定食

かわる場合がございます。

663kcal
塩分2.1g

お料理（デザート含む）
ご注文の方

単品

※天ぷらの野菜は、季節によって

単品

880（税込968）

1,053kcal
塩分 5.2g

飲み放題 ドリンクバー

定食

天ぷら盛り合わせ

定食

1,280（税込1,408）

DrinkBar

750kcal
塩分 3.3g

（そば）401kcal 塩分 7.3g ｜（うどん）409kcal 塩分 7.3g

1,169kcal

各930
（税込1,023）

1,308kcal 塩分 7.4g

（そば）412kcal 塩分 3.9g ｜（うどん）416kcal 塩分 3.9g

庄屋のつゆだしは創業以来

1,080

（税込1,188）

こくとうま味に自信。
独自の和風だし。

天ざるそば・天ざるうどん

かつ丼セット（ミニうどん・お漬物付）

ずっと同じ。伝統的和風だしを

ざるそば・ざるうどんとちょっと天ぷらのセットです。

さらにアレンジして、庄屋独自

塩分 4.4g

げています。

880（税込968）

各880
（税込968）

1,192kcal
塩分 6.0g

単品

かつ丼単品（お漬物付）

定食

980（税込1,078）

＋100円（税込110）で

ミニそば・ミニうどん麺を1玉、
＋150円（税込165）で

えび三尾に香ばしいタレをかけた、
庄屋の自信作です。

２玉追加できます。

天丼単品（お漬物付）

980（税込1,078）

※ミニ
（ざる）
そば・ミニ
（ざる）
うどんの
ご注文時は除く

1,102kcal
塩分 4.8g

単品

1,080（税込1,188）

定食

天丼定食（おみそ汁・お漬物付）

うどん・そば

天ぷらそば・天ぷらうどん

かつ丼定食（おみそ汁・お漬物付）

自慢のダシが活きる庄屋の麺類をお楽しみください。

庄屋そば・庄屋うどんとちょっと天ぷらのセットです。

のコクとおいしさのだしに仕上

どんぶり

やわらかいカツを、卵とダシで
ふっくらと仕上げました。

1,079kcal
塩分 3.2g

天丼セット（ミニうどん・お漬物付）

庄屋うどん・庄屋そば 各530（税込583） ミニうどん・ミニそば 各350（税込385）
（うどん）283kcal 塩分 5.4g ｜（そば）275kcal 塩分 5.4g

いか

1,180（税込1,298）
1,218kcal 塩分 6.2 g

●おみそ汁

120（税込132）

●白ごはん

（うどん）139kcal 塩分 3.0g ｜ （そば）135kcal 塩分 3.0g

（小）
150（税込165）

23kcal 塩分 1.6g

235kcal 塩分 0.0g

●お漬物

かぼちゃ

茄子

（税込198）
（中）180

80（税込88）

302kcal 塩分 0.0g

11kcal 塩分 0.7g

（そば）286kcal 塩分 2.0g ｜（うどん）290kcal 塩分 2.0g

ステーキ丼単品（お漬物付）

1,180（税込1,298）

935kcal
卵

912kcal
塩分 2.9g

茶わんむし

180（税込198）
54kcal 塩分 0.7g

キリン 一番搾り生ビール

（中）580
（税込638）

（グラス）380
（税込418）

小鉢とお漬物、おみそ汁の具は変わる場合がございます。

ちょっとサラダ

230（税込253）

84kcal 塩分 0.8g（ドレッシング込）

プラス1 1 0円（ 税 込 ）で
ミニカタラーナを追加でき
ます。
135kcal 塩分 0.0g

330（税込363）
90kcal 塩分 1.3g

かに

※店内では7大アレルゲンを含むその他商品の調理・
盛付けを行っています。

※キッチン内の通常の調理機器・器具を使って調理して

ステーキ1.5倍増量できます。

※アレルギー症状の重篤な方・敏感な方はご注意ください。
※アレルギー症状が発生しないことをお約束するメニュー
ではありません。

低アレルゲンおこさまカレー

＋157kcal
塩分 ＋0.1g

380（税込418）

（おもちゃ付）

おこさまハンバーガー

680（税込748）

（おもちゃ付）
488kcal 塩分 1.9g

285kcal 塩分 0.9g

チョコペンで
じゆうにおえかき
できるよ！

DrinkBar
飲み放題 ドリンクバー
お料理（デザート含む）
ご注文の方

180（税込198）

ドリンクバーのみのご利用 400（税込440）

おこさまうどん・そば
（おもちゃ付）各320（税込352）
（うどん）242kcal 塩分 3.0g ｜（そば）238kcal 塩分 3.0g

おこさまドリンクバー 100（税込110）

揚げだし豆腐

えび

おります。

＋300円（税込330）で

レディースセット

落花生

は使用しておりません。

おこさまの健康を考えた７大アレルゲン
不使用の安心カレーです。

お料理にプラスワン。

そば

※添加物としての調味料、着色料は使用しておりません。

1,051kcal 塩分 5.9g

肉増量 1.5倍

小麦

保護者の方へ

1,380（税込1,518）

牛脂を加える加工をしています。

乳

※卵、乳、小麦、そば、落花生、
えび、かにの7種類の原材料

ステーキ丼セット（ミニうどん・お漬物付）

お肉は柔らかくするために

うどんは、そばと同じ釜でゆでています。

特定原材料7品目

塩分 4.5 g

単品

1,280（税込1,408）

定食

ステーキ丼定食（おみそ汁・お漬物付）

（そば）154kcal 塩分 1.8g ｜（うどん）158kcal 塩分 1.8g

おこさまメニューは
小学生までのおこさまが対象です。

あつあつのごはんにステーキをのせて、
特製タレをかけました。

おこさま

ざるそば・ざるうどん 各580（税込638） ミニざるそば・ミニざるうどん 各350（税込385）

※対象／4才から小学校6年生まで。
※3才以下のお子さまは無料です。

●お一人様ごとにご注文いただきますようお願いします。

●カップとグラスはドリンクバーにご用意いたしております。

●20歳未満の方の飲酒は法律により禁じられています。 ●お車の運転をされる方の飲酒はお断りします。

おこさまバニラアイス

120（税込132）

106kcal 塩分 0.1g

おこさまチキンライス

650（税込715）

（おもちゃ付）
398kcal 塩分1.8g

おこさまお絵かきパンケーキ

680（税込748）

（おもちゃ付）
421kcal 塩分 1.0g

甘味

バニラアイスとメープルシロップをかけて。

フレンチトースト 680（税込748）
461kcal 塩分 0.8g

抹茶ミルクフロート

480（税込528）

380（税込418）

380（税込418）

255kcal 塩分 0.4g

各

各249kcal 塩分 0.1g

136kcal 塩分 0.3g

ストロベリー

メロン

ブルーハワイ

（税込）

抹茶セット +330

抹茶ミルク

こだわりの和と洋の味わいを
お楽しみください。

京都宇治にて萬延元年創業の老舗

茶筅で点てた抹茶の

豊かな風味は、

どんなスイーツにも

よく合います。

辻利一本店の宇治抹茶を使用。

和の人気スイーツを取り揃えました。
心やすらぐ至福のひと時をどうぞ。

抹茶単品 480（税込528）
8kcal 塩分 0.0g

バニラアイスと黒蜜が相性抜群の王道パンケーキです。

庄屋パンケーキ 580（税込638）
抹茶セット +330（税込）

379kcal 塩分 0.7g

ほろにが抹茶パウダーとしっとり甘い小豆をトッピング。
黒蜜をかけてお召しあがりください。

ミニコーヒーゼリー
バニラアイスクリーム
パフェ 430（税込473） 280（税込308）

庄屋パンケーキ
〈抹茶〉

680（税込748）
抹茶セット +330（税込）

169kcal 塩分0.1g
405kcal 塩分 0.7g

コーヒーゼリーパフェ

北海道の“花畑牧場”から
人気のこだわりスイーツをお届けします。

上品な香りのきな粉とお団子をトッピング。黒蜜をかけてお召しあがりください。

庄屋パンケーキ
〈きな粉〉680（税込748）

217kcal 塩分 0.1g

カスタードプリンの上に

抹茶セット +330（税込）

カラメルを乗せた

ミニ串団子二種と抹茶わらび餅
（小）380（税込418）

スペイン発祥の

404kcal 塩分 0.2g

抹茶わらび餅

抹茶セット +330（税込）

よもぎ 団子

ミニ串団子二種と抹茶わらび餅 580（税込638）

フローズンスイーツ。

455kcal 塩分 0.7g

みたらし団子

みたらし団子、よもぎ団子、抹茶わらび餅の和スイーツ。

生キャラメル
ソース

ミニ
カッサータ

カタラーナ 480（税込528）
265kcal 塩分0.1g

ミニ生キャラメルパフェ

480（税込528）
227kcal 塩分0.2g

花畑牧場のカッサータに、

409kcal 塩分 0.3g

カッサータ
たっぷり生キャラメルも味わえる嬉しいパフェ。

530（税込583）

抹茶セット +330（税込）

160kcal 塩分 0.1g

生キャラメルとカッサータの
パフェ 680（税込748）
437kcal 塩分0.3g

サラダ

サイドディッシュにフレッシュベジタブル。

わかめとレタスのサラダ。

ちょっとサラダ

230（税込253）
84kcal 塩分 0.8g（ドレッシング込）

トマト、
かぼちゃ、
ゴーヤのチップスが食感にも彩りを添えます。
たっぷりボリュームでシェアしてもお楽しみいただけます。

326kcal 塩分 1,1g（ドレッシング込）

茶わんむし

180（税込198）
54kcal 塩分 0.7g

揚げだし豆腐

から揚げ

330（税込363）

甘辛から揚げ

1個 70（税込77）

90kcal 塩分 1.3g

から揚げは２個から
ご注文いただけます。

おつまみ

野菜チップサラダ 630（税込693）

1個 80（税込88）

232kcal 塩分 0.9g

242kcal 塩分 1.1g

フライドポテト

380（税込418）
611kcal 塩分 2.9g

430（税込473）

お酒

126kcal 塩分 1.9g

エビフライ

ちょっとステーキ

480（税込528）

480（税込528）

339kcal 塩分 0.9g

ちょっと刺身

430（税込473）

お刺身三品盛り

880（税込968）

53kcal 塩分 0.9 g

201kcal 塩分 1.2g

430（税込473）
404kcal 塩分 1.9g

ひらす

ひらす

ちょっと天ぷら

おつまみアジフライ

128kcal 塩分 0.8g

天ぷら盛り合わせ

880（税込968）
663kcal 塩分 2.1g

ステーキのお肉は柔らかくするために
牛脂を加える加工をしています。

キリン
一番搾り生ビール

運転OK! アルコール度0.00％

「キリン ゼロイチ」

（中）580
（税込638）

（グラス）380
（税込418）

清 酒（1合）

（334㎖）

480（税込528）

380（税込418）

焼酎（芋・麦）
（グラス）

各380（税込418）

●20歳未満の方の飲酒は法律により禁じられています。 ●お車の運転をされる方の飲酒はお断りします。

食へのこだわり。
お料理は、店内での手づくりにこ

DrinkBar

と手間が、おいしさに反映され

お料理（デザート含む）
ご注文の方

飲み放題 ドリンクバー

だわっています。料理にかけるひ

ることを料理人たちは経験から知
っています。

だからわたしたちは「プラスワン

のひと手間をおしまずに…」を

日々心がけています。

こくとうま味に自信の
独自の和風だし。

国産米 100% の
ごはんがおいしい。

作りたての衣で
揚げたての天ぷら。

庄屋のつゆだしは創業以
来ずっと同じ。伝統的和
風だしをさらにアレンジし
て、庄屋独自のコクとおい
しさのだしに仕上げてい
ます。

庄屋の自慢のひとつはご
はん。厳選された国産米
を使用し、できるだけ、炊
きたてをご提供していま
す。

庄屋の天ぷらは作りたて
の衣で、揚げたてをご提
供しています。

www.sho-ya.co.jp

衛生管理の徹底。

お客様に安心してお食事
をお召し上がりいただけ
るよう、徹 底した品 質 基
準のもと、衛生管理の向
上に努めています。また、
専門の担当者が巡回し、
実効性の確認、改善指導
を行っています。

180（税込198）

ドリンクバーのみのご利用 400（税込440）

おこさまドリンクバー 100（税込110）

※対象／4才から小学校6年生まで。
※3才以下のお子さまは無料です。

●お一人様ごとにご注文いただきますようお願いします。

●カップとグラスはドリンクバーにご用意いたしております。

●カロリー・塩分表記は日本食品標準成分表2010による計算値（一人前・概算）です。
●食品アレルギー物質一覧をご用意しています。係にお尋ねください。 当社ホームページ（上記参照）でもご覧いただけますのでご参照ください。
●20歳未満の方の飲酒は法律により禁じられています。 ●お車の運転をされる方の飲酒はお断りします。

夜10時以降には深夜料金（10％）
を加算させていただきます。

SC2208.

