
※価格はすべて税込価格です。
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ステーキセット

200g　　  11,000
160g　　    8,800
120g　　    6,600

200g　　    14,300
160g　　  11,440
120g　　    8,580

石焼 阿蘇の花崗岩からなる石で近江牛をおいしく焼き上げる毛利志満名物の一品です
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近江八幡本店



赤ワイン
ジュブレ・シャンベルタン   　       フランス　フルボトル　 15,950円

バローロ　　　　　　　　　  　　　      イタリア　フルボトル 　11,000円

コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ       フランス　 フルボトル　  6,600円

カベルネ・ソーヴィニヨン　　        　 チリ　フルボトル　 4,400円

白ワイン
デニ・ポミエ　シャブリ・プルミエクリュ・トロエズム
　　　　　　　　　　　　                          フランス　フルボトル  11,000 円

アルガブランカ　ピッパ     　　         山梨県　フルボトル 　8,800 円

アルガブランカ　クラレーザ         　  山梨県 フルボトル   4,400 円
 　　　　　　　　　　　　　　  　　      　ハーフボトル  2,750 円

スパークリング
モエ・エ・シャンドン　アンぺリアルブリュット
　　　　　　　　　　　　　　　　　    　フランス フルボトル　　9,350円
 　　　　　　　　　　　　　　  　　　  ハーフボトル　5,940円
アルティガ・フェステル ラ フラウタ　ブリュット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 スペイン フルボトル    4,400円
スカリオーラ・ヴォロディ・ファルダッレ モスカート・ダスティ
　　　　　　　　　　　　　　　 　〔甘口〕イタリア　フルボトル　　4,400円

グラスワイン
赤ワイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   770円

白ワイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 770円

スパークリング　　　　　　　　　　　　　　　  　  　　　770円

ビール
生ビール（中）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　     693円

生ビール（大）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　      880円

瓶ビール（中）　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　    693円

ノンアルコールビール  　　　　　　　　　　　　　  　    550円

焼酎
芋焼酎　いも麹芋／鹿児島（お湯割り・水割り・ロック）　　 グラス　660円

麦焼酎　常徳屋／大分　 （お湯割り・水割り・ロック）　   グラス　660円

酎ハイ　　　　　　       （レモン・ライム）　                   グラス　660円

ウイスキー
サントリー角（水割り・ロック）　　　　　　　　　　　      グラス 　660円

ハイボール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      グラス 　660円

日本酒
冷酒 300ml 瓶
七本槍（辛口）　　純米吟醸／木之本　   　　　　　　　　 　　1,870円

近江（甘口）　　　大吟醸／八日市　　　　　　　　　　　　　 1,650円

松の司（辛口）　　純米吟醸／竜王　　　　　　　　　　　　　 1,320円

香の泉（辛口）　　本醸造／石部　　　 　　　　　　　　　　　 1,100円

清酒
清酒（冷・燗）　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　  一合   660円

松の司（冷・燗）　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　  一合   990円

梅酒

梅ほのか　大津  （水割り・ソーダ割り・ロック）             グラス　　770円

鶯とろ　　福岡  （水割り・ソーダ割り・ロック）     　     グラス　　770円

ソフトドリンク
カムカムジュース　　　　　　　　　　　　　　　　　　       495円

黒ウーロン茶　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　       550円

ウーロン茶　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　            440円

コーラ　　　　　　　　　　　　　　　   　                          　440円

ジンジャーエール　　　　　　　  　　　　　　    　440円

オレンジジュース　　　　　　　　　　　　　　　　440円

リンゴジュース　　　　　　　　　　　　　　　　　440円

コーヒー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　440円

紅茶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　440円

ノンアルコールワイン
ヴィンテンス メルロー　赤　　　　　　　　　　  グラス 　660円

ヴィンテンス シャルドネ　白　　　　　　　　　 グラス  　660円

ピエール ゼロ ブラン・ド・ブラン　スパークリング　　 グラス　 660円

一品料理
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近江八幡本店



フィレ （120g） 9,900円
ロース （120g） 8,250円
松 （120g） 7,150円

一口大の厚切りステーキ肉を特注の石板の上で焼きながらお召し上がり下さい

《セットの内容》 先付け　サラダ　香の物　ご飯　汁もの　フルーツ付き

石焼き
Ishiyaki

毛利志満名物

極上 （160g） 11,000円
上 （160g） 9,350円

松 （160g） 8,250円

一口大のステーキ肉と薄切りの肉の2種類を特注の石板の上で焼きながらお召し上がり下さい

《セットの内容》 先付け　サラダ　香の物　ご飯　汁もの　フルーツ付き

焼きしゃぶ・石焼き
Yakishabu, Ishiyaki

※2名様より承ります ※2名様より承ります

Oumiusi Morishima Oumiusi Morishima

長浜黒壁店



長浜黒壁店

極上 （120g） 8,250円

松 （120g） 7,150円

薄切りのお肉をざらめと特製割下でお召し上がり下さい

《セットの内容》 先付け　香の物　ご飯　フルーツ付き

すき焼き
Sukiyaki

極上 （120g） 8,250円

松 （120g） 7,150円

薄切りのお肉をだしにさっとくぐらせ特製のポン酢、ごまだれでお召し上がり下さい

《セットの内容》 先付け　香の物　ご飯　フルーツ付き

しゃぶしゃぶ
Shabu-shabu

※2名様より承ります ※2名様より承ります

Oumiusi Morishima Oumiusi Morishima



長浜黒壁店

150g 11,550円

200g 15,400円

250g 19,250円

熱々の鉄板に焼き上げたお肉をお乗せして
お持ちします

《セットの内容》 
小鉢　サラダ　香の物　ご飯　汁もの　
シャーベット付

※オーダーカット可

鉄板フィレステーキセット
Fillet Steak Set

オマール海老フライ 4,180円

150g 8,250円

200g 11,000円

250g 13,750円

熱々の鉄板に焼き上げたお肉をお乗せして
お持ちします

《セットの内容》 
小鉢　サラダ　香の物　ご飯　汁もの　
シャーベット付

※オーダーカット可

鉄板ロースステーキセット
Sirloin Steak Set

Oumiusi Morishima Oumiusi Morishima

ステーキはミディアムレアでお出ししておりますが、その他の焼き加減はご注文時スタッフにお申し付け下さい

一品料理
à la carte

牛とろにぎり焼霜仕立て

 （2貫）1,540円

 （4貫）3,080円

炙り焼き寿司 （2貫）1,540円

 （4貫）3,080円

炙り焼き 2,420円

ローストビーフ 2,420円

佃煮 880円

しぐれ煮 880円

山椒そぼろ 880円

牛肉のからあげ 2,200円

サラダ・ライス付

（ジュース・おもちゃ付）

お子様ミニ牛重 1,650円

お子様プレート 1,320円

小学生以下限定メニュー



長浜黒壁店

牛とろにぎり焼霜仕立て（2貫）　1,540 円
牛とろにぎり焼霜仕立て（4貫）　3,080 円

1日数量限定

炙り焼き寿司（2貫）　1,540 円
炙り焼き寿司（4貫）　3,080 円

1日数量限定

極上牛肉重 4,730 円

　　牛肉重 3,630 円
ご飯との相性抜群の甘辛いたれを薄切り肉にからめた食べ応
えのある一品です。　

小鉢　サラダ　香の物　汁もの

※写真はすべてイメージです。

極上ステーキ重 4,950 円

　　ステーキ重 3,630 円

オリジナルのたれをからめて焼き上げたステーキをご飯
の上にのせました　

小鉢　サラダ　香の物　汁もの

ビフカツ膳 2,970 円

小鉢　サラダ　ごはん　香の物　汁物

サイコロ膳 2,970 円

小鉢　サラダ　ごはん　香の物　汁物

Lunch  Menuランチメニュー
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