
Restaurant Menu



Set Menu

牧場産

黒毛和
牛

使用

牧場産

くずまき
高原牛

使用

牧場産

くずまき
高原牛

使用

150g
 

4,400円（税込4,752円）

200g 5,700円（税込6,156円）
150g 1,980円（税込2,138円）
200g 2,600円（税込2,808円）

和牛サーロインステーキセット

くずまき高原牛
特製手ごねハンバーグ
デミグラスソース  和風大根おろしソース（どちらか選択）

セット内容…ライス・みそ汁・サラダ
 

160g
   1,500円（税込1,620円）

 
トッピング  モッツァレラチーズ200円（税込216円）

牛サーロインステーキセット

セット内容…ライス・みそ汁・サラダ・お新香　

セット内容…ライス・みそ汁・サラダ・お新香　

おいしさを約束する

1.くずまき高原牛を大切に育てています

2.くずまき高原牛肉を100％使用します

3. 肉質を損なわない熟練された精肉技術です

4. 肉の旨みを逃さない焼き上げです

5. 焼きたての音を大切に鉄板でお持ちします

1.くずまき高原牛を大切に育てています

ハンバーグ おいしさを約束するおいしさを約束するハンバーグハンバーグハンバーグ5つのこだわり

くずまき高原牧場では、地産地消に取り組んでおります



Set MenuSet Menu
牧場産

くずまき
高原牛

使用

牧場産

くずまき
高原牛

使用

Set MenuSet Menu
牧場産

くずまき
高原牛

使用

牧場産

くずまき
高原牛

使用

高原牛ステーキ重セット
セット内容…みそ汁・サラダ・お新香・小鉢

1,500円（税込1,620円）

牛タタキセット
セット内容…ライス・みそ汁・サラダ・お新香・小鉢

1,200円（税込1,296円）

和風ヘルシーステーキセット
セット内容…ライス・みそ汁・サラダ・お新香・小鉢

1,500円（税込1,620円）

高原牛丼セット（温泉卵トッピング）
セット内容…ライス・みそ汁・サラダ・お新香

1,000円（税込1,080円）
くずまき高原牧場では、地産地消に取り組んでおります



Set Menu
牧場産

くずまき
高原牛

使用

牧場産

くずまき
高原牛

使用

Set MenuSet Menu
牧場産

モッツァレ
ラチーズ

使用

牧場産

モッツァレ
ラチーズ

使用

高原ビーフシチューセット
セット内容…ライス・サラダ・スープ

1,280円（税込1,382円）

高原ビーフカレーセット
セット内容…サラダ・スープ

850円（税込918円）

高原チーズ焼きカレーセット
セット内容…ライス・スープ・サラダ

900円（税込972円）

オムライスセット
セット内容…サラダ・スープ

850円（税込918円）
くずまき高原牧場では、地産地消に取り組んでおります



Set MenuNoodles

鶏肉山菜うどん 小鉢付き   600円
（税込648円）

鶏肉山菜うどんセット
セット内容…ごはん・サラダ・お新香・小鉢

1,000円（税込1,080円）

鶏肉山菜そば 小鉢付き   600円
（税込648円）

鶏肉山菜そばセット
セット内容…ごはん・サラダ・お新香・小鉢

1,000円（税込1,080円）

あんしん宣言

健康な土壌から良質な草が生産さ
れ、その草が丈夫な牛を育みます。
私達の仕事は、日々、天候と向き合
い、土・草をよく観察することです。
全ては「あんしん」で優良な飼料を生
産するためです。

草土　日向　謙吉

「あんしん」で美味しいお肉を届けた
い。そんな特別な思いで育てた穏や
かで優しい牛です。正直、出荷はと
ても辛いですが、みなさまに少しで
も牛のことを思い、お召し上がりい
ただければ嬉しいです。

肥育　上野  健人

鮮度のよい「あんしん」なくずまき高
原牛肉を届けるために生産・解体・
精肉・販売までを一貫して行ってい
ます。「杵でついた餅のような肉」
をお召し上がりいただけるよう丁寧
な精肉を心がけています。

精肉　鈴木  健美

土づくりから、草づくり、牛づくり、牛乳生産・加工まで全ての仕事に責任を持てる牧場。

それが私たち　　　　　　　　　　です。それが私たち　　　　　　　　　　です。



a la carte dish
牧場産

チーズ
4種類

使用

お子様ランチ
オレンジジュース付き   650円（税込702円）

くずまき高原チーズピザ
大きめのピザです（10インチ）   1,300円（税込1,404円）

牧場チーズの盛り合わせ
    950円（税込1,026円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

高原牛のタタキ
 600円（税込648円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

高原牛サーロインステーキ 150g

1,800円（税込1,944円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

ポテトフライ
 300円（税込324円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

お新香盛り合わせ
 300円（税込324円）

くずまき高原牧場では

地産地消に
取り組んでおります

消費税別価格と消費税込価格を
表示しております



Set MenuMilk & Dessert

牧場産

生乳10
0％

使用

牧場産

生乳10
0％

使用

牧場産

生乳100％・
オリゴ糖

使用

牧場産

生乳
使用

くずまき高原牛乳
アイス

100円（税込108円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

くずまき高原牛乳
ホット

150円（税込162円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

くずまき高原
飲むヨーグルト

200円（税込216円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

くずまき高原
ミルクコーヒー

150円（税込162円）

くずまき高原アイスクリーム
 バニラ味  やまぶどう味  ヨーグルト味

300円（税込324円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

くずまき高原ヨーグルト
　山ぶどうジャム入り

260円（税込281円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

くずまき高原
黄のプリン・白のプリン

280円（税込302円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

くずまき高原
魅惑のプリン

380円（税込410円）

くずまき高原牧場では、地産地消に取り組んでおります



Drink

ソフトドリンク アルコール
山ぶどうジュース 300円（税込324円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

オレンジジュース 300円（税込324円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

ウーロン茶 300円（税込324円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

クリームソーダ 400円（税込432円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

レモンスカッシュ 400円（税込432円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

コーヒー 350円（税込378円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

アイスコーヒー 350円（税込378円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

ココア 400円（税込432円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

カフェオレ 400円（税込432円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

紅茶 350円（税込378円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

ミルクティー 400円（税込432円）

生ビール 中ジョッキ  530円（税込572円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

瓶ビール 中瓶  530円（税込572円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

ノンアルコールビール 小瓶

 400円（税込432円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

日本酒 ２合  800円（税込864円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

焼酎（麦・芋） 450円（税込486円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

酎ハイ 450円（税込486円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

カルーアミルク 500円（税込540円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

グラスワイン ロゼ 300円（税込324円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

八重桜（本醸造） 300ml  
 750円（税込810円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

わしの尾　純米生貯蔵酒 
 800円（税込864円）

くずまき高原牧場では、地産地消に取り組んでおります

その他ボトルワインもご用意しておりますのでスタッフにお気軽にお声掛けください


