
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
 

2,980円（税込3,218円）

200g 3,800円（税込4,104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

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

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

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 MenuSet Menu

Noodles

牧場産

くずまき
高原牛

使用

鴨ネギうどん 小鉢付き   600円
（税込648円）

鴨ネギうどんセット
セット内容…ごはん・サラダ・お新香・小鉢

1,000円（税込1,080円）

鴨ネギそば 小鉢付き   600円
（税込648円）

鴨ネギそばセット
セット内容…ごはん・サラダ・お新香・小鉢

1,000円（税込1,080円）

松花堂弁当
セット内容…弁当・みそ汁・お新香   1,800円（税込1,944円）
　※日替わり弁当となりますのでメニュー内容は変わります

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



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  500円（税込540円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

瓶ビール� 中瓶 � 500円（税込540円）
…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…

ノンアルコールビール� 小瓶

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

八重桜 ２合 � 500円（税込540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  
 650円（税込702円）

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

くずまき高原牧場では、地産地消に取り組んでおります


