
美味しい理由
当日仕込みのキャベツにぷりぷり天草
（てんぐさ）が愛称抜群！自家製和風ドレッシ
ングでお召し上がりくださぃ♪

健康にこだわる！とってもキャベツ

名物名物味噌ホルモン味噌ホルモン味噌ホルモン味噌ホルモン
鮮度と仕込みが決め手！鮮度と仕込みが決め手！

炭備長炭

美味しさに
こだわる。だから

味噌とんちゃん 味噌牛ホルモン
脂付290円 590円



★ばかきゅう 290円
まずはこれでしょ～きゅうりとごま油と特製ドレッシングが。。。

白菜キムチ 390円

包みサンチュ（5枚） 390円
お肉をサンチュで包んでヘルシーに。

大盛りもやしナムル 390円

ごまネギサラダ 390円
ネギとゴマ油の風味が最高！

★名古屋名物★どて煮 390円
国産黒毛牛を2時間かけて柔らかく煮込んで、
八丁味噌で味付けした逸品

ガツキムチ 490円
ぶたの胃袋を２時間以上煮込んだ他ではめったにお目にかかれない！

ネギばか 290円
おつまみでも♥お肉を豪華に♥特製ダレのネギミックス！

イタリアンガリトマト 590円
食べてびっくり！焼肉の新定番！

★三軒茶屋サラダ 590円
ナムル盛りも入ったお得な～農耕民族なら野菜をたべよう～

人気おすすめです！

人気おすすめです！

※表記の価格は税抜きとなります。

★さんちゃの★チャンジャ 390円
オリジナル自信作！タラの胃袋と、シシャモの卵の相性が～

まずは!!
前菜＆一品

韓国のり（おつまみ付） 290円
ちょこっとおつまみがうれし～～！

冷やしトマト 290円
切っただけだと。。。お、思うなよ！

茶豆 290円
説明できません(｡＞0＜｡)

★三茶豆腐 490円
みんな大好きヘルシ～



手作りナムル盛合せ 490円
もやし、ぜんまい、ほうれん草のナムル3種盛です。

ガツ芯のお刺身 590円
ミノの中心部！それがガツ芯！贅沢～★

★白せんまいのお刺身 590円
僕も大好き（誰？）焼肉きたらこれでしょう！ さくらユッケ 890円

これはおいしい！特製ダレがめちゃおいしい！

キムチ盛合せ 790円
白菜キムチ、ガツキムチ、チャンヂャの盛り合わせです。

お得な盛合せ

★牛タンローストビーフ 990円
貴重なタン元、タン中を使ったローストビーフ。
グリルとも煮込みとも違う、牛タンの新しい食べ方

絶品おすすめです！

ローストビーフ

ホルモン、お肉の一品
新鮮生もの

※表記の価格は税抜きとなります。



豚一頭買い
ホルモンに

だから

味噌とん
ちゃん
290円

自慢の
味噌と

の相性
抜群！

豚ホルモン

人気
おす
すめ
です
！

パイプ
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（胃袋）

とんちゃん
（大腸）
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ブ
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ロ

（
子
宮
）

塩とんちゃん 290円
ホルモンの鮮度が最もわかるのがこの一品！

上とんちゃん（味噌・塩） 390円
豚の小腸。とんちゃんより脂がのってる。通称てっぽう。

レバー（タレ・塩） 290円
豚の肝臓。当店レバーは新鮮でプリプリ臭みなし。
鉄分、ビタミン豊富で栄養価が高い

豚ハツ（タレ・塩） 290円
豚の心臓。サクサクあっさりしていて食べやすい。
脂肪が少なく淡泊な味わい

ガツ芯（上ミノ）（味噌・塩） 390円
豚の胃袋。ミノの中心部、柔らかい部分のみ使用サクプリ、
通称ミノ　淡泊で上質な部位

こぶくろ（塩） 390円
豚の子宮。淡泊で歯切れが良い、低カロリー。

なんこつ（塩） 390円
通称パイプ。焼くと身が引き締まり、絶妙なコリコリ感に。

ドーナツ（塩） 390円
豚ののど軟骨。しっかりコリコリとした歯ごたえ、
軟骨と周りの肉特有のうまさがある

トントロ（タレ・塩） 490円
豚の首肉。サクサク感があり、脂がのっている、
見た目がトロです。通称Ｐトロ。

ネギ塩豚タン 490円
豚の舌　縦にカットしているのでタンをまるごと味わえる。
牛タンよりさっぱりめ。

豚ホルモン盛合せ
990円

※ご提供部位が日によって
　異なる場合がございます。

レバー 豚ハツ ドーナツ なんこつ こぶくろ

人
気

人
気

味噌とんちゃん 290円
豚の大腸。プリプリコリコリ。脂少なめ。

人
気

人
気

※表記の価格は税抜きとなります。



新鮮！うまい！安い

上ホルモン（味噌・塩） 490円
〈大腸〉脂付きより脂が控えめ、コリコリした食感も味わえる。
通称てっちゃん、しまちょう

牛ホルモン脂付 590円
〈小腸〉牛ホルモンの中で1番脂がのっている。
通称まるちょう。噛めば噛むほど脂が染み出てきて旨い。

白せんまい焼（味噌・塩） 490円
〈胃〉一晩かけて皮をむき、湯引きしました。
クセがなく独特の歯ごたえ、脂身もないのでさっぱりしている。

牛ハラミ（タレ・塩） 490円
コスパ抜群！ヘルシー＆ジューシー！絶対うまい！

牛タン（塩） 690円
牛ホルモンの王道。手切りならではのおいしさ。

牛ハツ 490円
〈心臓〉豚ハツと食感は同じサクサク。
アミノ酸やビタミンが多く含まれ、脂は少なくヘルシー

コリコリタン 490円
タン先の部位を使用。コリコリとした食感がうまい。

牛豚ホルモン盛合せ 1390円
※ご提供部位が日によって異なる場合がございます。

ツ
ラ
ミ
（
ほ
ほ
） ハツ

ハラミ

サガリ

（横隔膜）

レバー（肝臓）
カッパ 子

宮

ミノ
第１の胃

ハチノス
第２の胃

せんまい

第３の胃

ギアラ
赤せん
第４の胃

小腸
（脂付
ホルモン）

大腸
上ホルモン
てっちゃん

盲腸

こだわる！

牛ホルモン

牛ホルモン脂付590円
脂プリプリが

特徴！
味噌・塩

牛ホルモン脂付 上ホルモン コリコリタン

人
気

希
少

厚切り上タン 990円
肉厚の牛タンはとってもジューシー。タン本来の味を楽しんでください。

お
薦
め

※表記の価格は税抜きとなります。

ネギ塩牛タン 790円
焼き物の１品目はとりあえず「タン」が王道。

人気おすすめです！

焼き方のコダワリ
脂付と上ホルモンはコラーゲンたっぷり脂が
ついているのでコラーゲンが落ちないように
①皮面から焼くべし！
②皮をカリカリ（焦げるぐらい）に焼くべし！
③最後脂面をさっと１０秒程炙って完成！
この食べ方が一番おいしいです！



国産中落ちカルビ（タレ・塩） 890円
アバラ骨の真横に付いている希少部位。脂肪と良質の肉質が
折り重なっているため、脂身が甘くて脂身のおいしさを感じることができる。

国産霜降りカルビ（タレ・塩） 890円
貴重な三角バラという希少部位。特上カルビとして提供する部分。
カルビの中でも一番サシがきれい。

国産かいのみ（タレ・塩） 890円
中バラのももの付け根側にある希少部位。ステーキの食材としても
使用する部分。左右でひとかたまりずつしか取れず、たいへんに稀少な部位。

国産フランク（タレ・塩） 890円
笹肉とも呼ばれ、一等から２㎏くらいしか採れない希少部位、
程よい霜降りと希少部位の中でも繊維が細かく柔らかさが特徴。

こだわり
三軒茶屋ホルモン赤肉
ハラミ 人気おすすめです！

590円

国産黒毛牛

国産黒毛牛カルビ（タレ・塩）

国産黒毛牛は１頭１頭管理されて育っててい
るのが安心、おいしくなるお肉のポイント。１
頭づつ運動も管理されている分だけ、しっかり
脂身が乗って、甘みが強いおいしいお肉です。

牛ハラミ（塩・タレ）
コスパ抜群！ヘルシー＆ジューシー！
絶対うまい！

国産黒毛牛カルビが
超お得なこの価格で！！

490円

その日の希少部位をお出ししております。

国産黒毛牛
希少部位（特上カルビ）

やわらかカルビ（タレ） 390円
このお値段でこのうまさ！ぜひお召し上がりください♪

壷づけカルビ 890円
豪快に一枚焼きにし、ハサミでチョキチョキしてください。

カルビ



焼野菜
焼野菜盛合せ 490円
キャベツぶつ切り 190円
さっぱり玉ネギ 190円

ほくほくかぼちゃ 190円
しゃきしゃきエリンギ 290円

ネギ塩牛タン 790円
片面を焼いて、ネギを巻いてお召し上がりください。

ネギ塩豚タン 490円
片面を焼いて、ネギを巻いてお召し上がりください。

厚切り上タン
990円

肉厚の牛タンは
とってもジューシー。
タン本来の味を
楽しんでください。

コリコリタン 490円
タン先の部位を使用。コリコリとした食感がうまい。

タン
牛タン（塩） 690円
焼き物の１品目はとりあえず「タン」が王道。

人気おすすめです！

人気おすすめです！

豚・鶏
粗引きソーセージ
490円

国産豚100％使用。
とてもジューシーです。

鶏もも（タレ・塩） 390円
やわらかくお子様にも人気です！

トントロ（タレ・塩）
490円

とろける脂身と
歯ごたえが最高！！

鶏せせり（タレ・塩）
490円

スタッフおすすめは「塩」です♪



190円 290円 390円

玉子クッパ

590円
キムチクッパ

590円

石焼ビビンバ

690円

まかないビビンバ 690円

石焼チーズビビンバ

790円
石焼チャンジャビビンバ

790円

だから
旨い！

クッパ
●うま辛 ●ピリ辛 ●メガ辛
★辛さが3段階から選べます。

牛カルビクッパ

690円

●うま辛 ●ピリ辛 ●メガ辛 ★辛さが3段階から選べます。

牛カルビスープ 490円

玉子スープ 290円
わかめスープ 290円

小 中 大

しそご飯 390円
チャンジャご飯 490円

どてめし 490円
お茶漬け 490円
（梅・チャンジャ）

ナムルとチャンジャに甘辛特製ダレで味付けした
まかない発のスタッフ人気メニューです♪

スープご飯 高級三重県産コシヒカリ

新名
物

おす
すめ
です！〆三茶

ホルモン流
シメ

石焼ビビンバ



三軒茶屋ホルモンの旨さの理由

麺のコシ！スープのコク！

盛岡冷麺 790円

コシの強い麺の秘密は、馬れいしょ澱粉と小麦粉と
の微妙なマッチングのなせる技。スープは、牛スジ・
鶏ガラをベースにしたコクがありながらさっぱりとし
たスープが特徴です。

いまや全国にその名を知られる盛岡冷麺。盛岡冷麺の魅力
は「麺」「スープ」「キムチ」「ナムル」のバランスにあります。

ストーンパフェ ALL 490円

梅しそ冷麺 790円
盛岡冷麺のコクのあるスープにかつおだしと紀州梅としそ
の酸味と香りが焼肉の後味をさっぱりしてくれます。

デザート

名物ストーンアイ
ス

ストーンアイス
とは！？キンキン

に冷えた石焼の
中でアイスク

リームやフルー
ツを混ぜて食べ

る新食感のスト
ーンアイス。

アイスクリーム
がなめらかに。

混ぜれば混ぜる
ほど

ベリーストーンパフェ

きなこ黒蜜バニラアイス きなこ黒蜜抹茶アイス アイスクリーム（バニラ・抹茶）

マンゴーストーンパフェ 抹茶ストーンパフェ

250円 250円 190円

盛岡
  冷麺

名物おすすめです！


