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※当店は全て黒毛和牛です。 ※価格はすべて税別です。



・小正の梅酒 一杯 500円

サワー

・カルピス ・レモン
・ライム ・うめ
・巨峰 ・グレープフルーツ

各400円

ハイボール

・デュワーズハイボール 450円

・コークハイボール 450円

・ジンジャーハイボール 450円

・ストレート ・カルピス
・巨峰 各350円

ソフトドリンク

・ウーロン茶 ・綾鷹（緑茶）

・コカ･コーラ ・カルピス

・カルピスソーダ ・ジンジャーエール

・オレンジジュース ２１０円

・からだすこやか茶W

・黒ウーロン茶 ３５０円

・コーヒー

アイス カフェラテ

アメリカン レギュラー ２５０円

・豊盃（特別純米酒）

300ml 1,000円

・サッポロ黒ラベル＜樽生＞ 中 550円

小 370円
１３０年の伝統を誇る赤い星

・サッポロラガービール 中瓶 580円

・ヱビスビール 中瓶 620円

・アサヒスーパードライ 中瓶 580円

・キリンラガービール 中瓶 580円

史上初！特保のノンアル！

アルコール、プリン体、カロリー、糖類がゼロ。

・SAPPORO＋(サッポロプラス) 320円

輝かしい受賞歴を誇る、
世界屈指のウイスキーブランド。

香り高い吟醸香のような青林檎系の
フルーティーな立ち香、含み香が感じられます。

・千代の光（特別本醸造 真）

300ml 800円

辛口寄りのお酒。それでいて米の旨味も
確かに感じる、飲み応えある特別本醸造酒。

・久保田千寿（純米吟醸）

300ml 1,000円

口当たりはやわらかく、
ドライな飲み口を楽しめます。

・喜楽長（純米大吟醸）

150ml 1,000円

上品な旨みと、心地良い酸味のバランスの良い
繊細な味わい、優しい純米大吟醸。

ビール

日本酒
梅酒

マッコリ



・極上蔵の師魂
（４合） 4,800円
（２合） 2,400円

（水･お湯割） 600円
（ロック） 700円

・蔵の師魂
（４合） 2,300円
（２合） 1,400円

（水･お湯割） 400円
（ロック） 500円

・赤蔵の師魂
（４合） 2,300円
（２合） 1,400円

（水･お湯割） 400円
（ロック） 500円

・蔵の師魂 The Orange
（４合） 2,300円
（２合） 1,400円

（水･お湯割） 400円
（ロック） 500円

・蔵の師魂 The Green
（４合） 2,300円
（２合） 1,400円

（水･お湯割） 400円
（ロック） 500円

・赤猿
（5合） 1,850円
（２合） 950円

（水･お湯割） 280円
（ロック） 350円

・富乃宝山
（４合） 2,300円
（２合） 1,400円

（水･お湯割） 400円
（ロック） 500円

マルケス・デ・リスカル
ティント・レゼルバ<赤>

375ml 3,000円

スペイン

樹齢４０年以上のぶどうから醸造されアメリカンオーク樽で
長期間にわたって熟成された深い味わいのワインです。

オーディネールメルロー
カベルネ<赤>

750ml 5,000円

日本

地元の農家と自社栽培のメルローとカベルネ・ソーヴィニヨンを使用し
100％樽熟成させた国産赤ワイン。心地良く香る垂野香りと熟成香をお
楽しみください。

小布施 第１北
メルロー＆シラー サンシミ<赤>

750ml 10,000円

日本

化学的な農薬、肥料を一切使わず育てたブドウで作られた
ワイン。風味豊かなこだわりの味わいをお楽しみ下さい。

岡山マスカット・オブ
アレキサンドリア<白>

750ml 7,000円

日本

国産最高峰の葡萄「マスカット・オブ・アレキサンドリア種」から作られた、
ほのかな甘みを感じる白ワインです。

アルガーノクラン<赤>

375ml 3,000円

日本

ぶどうの豊かな果実味と柔らかい酸、まるみのある渋味の
バランスをお楽しみ下さい。

・グラスワイン<赤>

（1杯）500円
赤猿ハイボール 各400円

焼酎 ワイン

・赤猿レモン

・赤猿カルピス ・赤猿ジンジャー



頑固親父のヨコムラ牛

こだわり限定メニュー

➊究極ステーキ
腰あたりのリブロース（ロース芯）と呼ばれる
部位で、やや強めの脂の旨味と、品のある濃厚
さが特長です。

1,800円/100g

レア度 ★★★★★

➌ハネシタ
ロースとカルビの境目で、しっとりとしたロース
のやわらかさに、カルビのジューシーさを併せ
持つ濃厚な味わいの部位です。

1,400円/100g

レア度 ★★★★★➋究極ロース
「サー(郷)」の称号がつくのは、お肉の中でも
この部位だけ。キメ細かいサシと、ジューシー
でとろけるような舌触りが魅力です。

1,500円/100g

レア度 ★★★★☆

ヨコムラでは、

牛飼い名人が

エサからこだわって育てた

黒毛和牛を厳選して

一頭買いしています。

➎イチボ
しっぽの付け根あたりのお肉で、適度な霜降り
があり、柔らかく甘みのある部位です。通好み
の味で旨味が強いです。

1,300円/100g

レア度 ★★★★☆➍ ミスジ※サイコロステーキ

脂がたっぷりの見た目通り、一口で溶けてしま
う柔らかさ。口の中でとろける肉の甘みと風味
が堪能できます。

1,400円/100g

レア度 ★★★★☆

➐ヒウチ
赤身が多いモモの中で、最も多くのサシを有す
る高級部位で、あっさりながらも強い甘みを感
じられます。

1,300円/100g

レア度 ★★★★☆➏カイノミ
バラの持つ濃厚さと、ハラミのようなとても柔
らかい食感と深い味わいを併せ持つ人気の部位
です。

1,300円/100g

レア度 ★★★★☆

➋マルシン
内モモの一部である丸いお肉のさらに真ん中に
ある部位で、その肉厚で柔らかい赤身にファン
が多いです。

1,200円/100g

レア度 ★★★☆☆➊ランプ
赤身が集まるモモの中でもっとも柔らかい部位。
赤身本来の味が前面に出ていながらも、脂身の
コクが感じられます。

1,200円/100g

レア度 ★★★★☆

特選赤身ステーキ
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①②ともに、サイコロステーキでの提供になります・（100g～）



ヨコムラのハレの日セット！

松
￥8,000

竹
￥6,000

梅
￥5,000

ヨコムラの頑固親父厳選、こだわり限定

ヘルシーセット
￥4,000
（赤身ステーキ、上ロース、ハラミ）

※仕入状況による異なる場合がございます。

すべて限定５皿



限定10食

特上盛皿（約4～5人前）

￥6,000
特選ロース、特上ロース、特上カルビ、

※ハーフも出来ます。（￥3,000）

上盛皿（約3～4人前）

￥4,000
上ロース、上カルビ、

※ハーフも出来ます。（￥2,000）

ファミリーセット
￥3,500
上ロース、上カルビ、薄切り、黒豚、若鳥



特選カルビ盛り
・極上カルビ

・特選カルビ
希少部位を使用している為、
品切れの場合があります。

・上カルビ

￥5,000

おまかせお１人様コース

特選ロース盛り
・極上ロース

・特選ロース
希少部位を使用している為、
品切れの場合があります。

・上ロース

￥5,000

￥5,000コース ￥4,000コース

￥3,000コース ￥2,000コース

※仕入状況による異なる場合がございます。



特選ハラミ※写真は２人前です

極上ロース・・・・・・・・・・￥1,400

特選ロース・・・・・・・・・・￥1,200

特上ロース・・・・・・・・・・￥1,000

上ロース ・・・・・・・・・・・・￥850

極上カルビ・・・・・・・・・・￥1,400

特選カルビ・・・・・・・・・・￥1,200

特上カルビ・・・・・・・・・・￥1,000

上カルビ ・・・・・・・・・・・・￥850

極上ハラミ ・・・・・・・・・￥1,300

特選ハラミ ・・・・・・・・・￥1,100

極上焼きスキ用 ￥1,400

特上焼きスキ用 ￥1,000

（生玉子付）

黒豚ロース

（生玉子付）

マルチョウ・・・・・・・・・・・￥700

シマチョウ・・・・・・・・・・・￥700

黒豚ロース・・・・・・・・・・￥500（100g）

黒豚三枚 ・・・・・・・・・・￥500（100g）

地鶏焼き ・・・・・・・・・・・￥400（100g）

地鶏焼き



極上黒毛和牛サーロイン 極上黒毛和牛ヒレ※写真は約 2 5 0ｇ～3 00ｇ

極上塩タン

スタミナレバー焼き

地鶏刺し牛の炙り焼き

ユッケ風炙り

※写真は約 2 5 0ｇ～3 00ｇ

究極黒毛和牛ヒレ（数量限定） ・・・・・・・・・・・・・・・￥2,500 （100gにつき）

極上黒毛和牛ヒレ（1枚約、200g～300g）・・・・・・・・・・￥2,000 （100gにつき）

究極黒毛和牛サーロイン（1枚約、200g～300g） ・・・・￥1,800 （100gにつき）

極上黒毛和牛サイコロステーキ（100g～）・・・・・・￥1,600 （100gにつき）

究極塩タン・・・・・・・・・・￥1,400

極上塩タン ・・・・・・・・・￥1,200

極上牛の炙り焼き ・・・・・￥1,400

牛の炙り焼き ・・・・・・・・・・￥900

ユッケ風炙り ・・・・・・・・・・￥900

スタミナレバー焼き・・・・・・￥800

地鶏刺し・・・・・・・・・・・・・・￥600



キムチ盛り

野菜焼き ・・・・・・・・・・・・￥410

サラダ ・・・・・・・・・・・・・・￥300

ジャンボ兄弟・・・・・・・・・￥500

にんにく焼き・ ・・・・・・・・￥320

もろきゅう・・・・・・・・・・・・￥320

サンチュ・・・・・・・・・・・・・￥290

さっぱり酢キャベツ ・・・・￥200

おかわりキャベツ ・・・・・￥100

白菜キムチ ・・・・・・・・・￥280

大根キムチ ・・・・・・・・・￥280

キムチ盛り・・・・・・・・・・￥370

ナムル盛り・・・・・・・・・・￥460

ナムル盛り

野菜盛り



￥400

￥250

ビビンバ（限定スープ付き） ・・・￥410

クッパ・・・・・・・・・・・・・・・￥460

牛すじ茶漬け（限定）・・・・・￥460

紀州梅茶漬け・・・・・・・・￥410

ごはん・・・・・・・・・・（大）￥190

（中）￥160

（小）￥120

ギョウザスープ・・・・・・・ ￥290

わかめスープ ・・・・・・・・￥200

ジェラート・・・・・・・・￥400
（季節に応じてスタッフがお選びします。）

ジェラート・・・・・・・・￥250
（季節に応じてスタッフがお選びします。）



ヨコムラ本店
TEL.099ｰ266ｰ2003
鹿児島市小松原1-43-19

営業時間
12:00～14:00（昼）

17:00～22:00（夜）
オーダーストップ21:30

定休日：火曜日
※祝日の場合は翌日

国道２２５号

至指宿 産業道路 至鹿児島市街地

P
ラ・サー
ル高中

鹿児島南
警察署

焼肉ヨコムラ
別館

焼肉ヨコムラ
本店

愛育病院
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