～Dinner & Lunch～
おススメ！！飛騨牛メニュー
・Ａ５等級

飛騨牛ロース

HIDA Beef MENU

【霜降り肉・Marbled beef 】

A5 HIDA beef roast (marbled beef) YAKINIKU style・・・・・４２００円
【赤身のお肉・Lean beef】

・飛騨牛もも肉

HIDA beef round (lean beef) YAKINIKU style・・・・・・・・２８００円
・飛騨牛カルビ 【霜降りカルビ・Marbled Boneless Beef Short Ribs】
HIDA beef ribs YAKINIKU style・・・・・・・・・・・・・・２２００円
・牛ホルモン

【Grilled Beef Innards】

HIDA beef offal YAKINIKU style・・・・・・８５０円
・飛騨牛肉の“いなかや”焼き（２人前）
HIDA Beef chopped meat with vegetables
It is seasoned with soy sauce and red pepper YAKINIKU style・・２６００円
・数量限定！飛騨牛入りハンバーグ２００ｇ
HIDA Beef 50% Hamburg steak・・・・・・・・・・・・・・・１６２０円
焼き上がりにお時間を頂戴いたします It will take a little time to prepare.

ご飯セット

Rice set

（御飯・味噌汁・つけもの）
Rice, Miso soup and pickles・・・・・３８０円
（Just Rice・・・２００円）

※ご飯大盛りはプラス２００円※ Plus 200yen for additional rice

~Dinner Time ~
飛騨の一品

~HIDA local specialty~

・飛騨のけいちゃん焼
HIDA miso-flavored chiken・・・・・・・・・・・・・・・６５０円
・漬物ステーキ
Pickled vegetables roasted on an iron plate・・・・・・・・６５０円
・飛騨牛すじ肉 どて煮
・明宝ハム

HIDA beef Tendon Stew・・・・・６５０円

Local product ham・・・・・・・・・・・・・・・６５０円

・朴葉みそ
Grilling Food with Miso on A Hoba Leaf・・・・・・７６０円
・飛騨牛入り朴葉みそ
Grilling Food with Miso on A Hoba Leaf with HIDA beef・・９８０円
・飛騨牛コロッケ
HIDA beef croquette・・・・・・・・・・・・・・４５０円

おつまみ Snacks
・枝豆

Green soybeans・・・・・・・・・・・・・・・３８０円

・冷奴

Cold tofu・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５０円

・冷しトマト

Tomato・・・・・・・・・・・・・・・・４５０円

サラダ
・野菜サラダ
・きのこサラダ

Salad

Vegetable salad・・・・・・・・・・・・・・・６５０円
Vegetable salad with mashrooms・・・・・・８５０円

~Dinner Time~
焼き物 Grilled menu
・豚のしょうが焼き
Pork Stir Fry with Ginger・・・・・・・・・・・・・７６０円

・チキンの照り焼き
TERIYAKI chicken・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５０円

揚げ物 Fried menu
・かりかりポテト
Fried potato・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５０円
・鶏肉のからあげ
Fried Chicken (KARAAGE) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６０円
・たこのから揚
Fried Octpus・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５０円

ご飯 Rice set menu
・温玉のせ飛騨牛すじ丼（みそ汁）
Bowl of rice topped with HIDA beef gristle with egg・・・・980 円
・カレーライス（ミニサラダ付）
Japanese style Beef curry rice・・・・・・・・・・・・・・980 円
・飛騨牛コロッケ＆カレーライス（ミニサラダ付）
Hida beef croquette ＆Japanese style Beef curry rice・・1,200 円

~Dinner Time~
麺類 Noodles
・温そば・温うどん
Hot Soba/Udon・・・・・・・・・・・・・・・・・650 円
・ざるそば・ざるうどん
Chilled Soba/Udon・・・・・・・・・・・・・・・・・750 円
・月見そば・月見うどん
Hot Poached egg Soba/Udon・・・・・・・・・・・・・・・・・750 円

お子様セットメニュー Kids set menu
お子様カレーセット
（から揚げ・フライドポテト・スープ・サラダ・アイス又はジュース）１３５０円
Curry set Fried potato, mini fried chicken, corn soup, salad
and ice cream or juice
デザート Dessert
アイスクリーム ice cream
バニラ Vanilla
いちご Strawberry
黒蜜きなこ Black nectar
各３５０円

いなかや お得な★お勧めセットランチ
Lunch time set menu
(Main & small bowl of vegetables, miso soup, rice )
・焼肉ランチ（小鉢・みそ汁・ご飯）
YAKINIKU stir fry beef with vegetables in hot plate set・・・・・１０８０円
・豚のしょうが焼きランチ（小鉢・みそ汁・ご飯）
Pork Stir Fry with Ginger set・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８０円

・からあげランチ（小鉢・みそ汁・ご飯）
Chicken Karaage (fried chicken) set・・・・・・・・・・・・・・１０８０円
・朴葉みそ焼きランチ（小鉢・みそ汁・ご飯）
Miso in a leaf with vegetables (HIDA traditional food) set・・・・１１５０円
・牛肉入り朴葉みそ焼きランチ（小鉢・みそ汁・ご飯）
Miso in a leaf with vegetables & Beef (HIDA traditional food) set・・１５５０円
・数量限定！あつあつ鉄板！飛騨牛入りハンバーグ２００ｇ
HIDA Beef 50% Hamburg steak set【limited number】
・・・２２００円
焼き上がりにお時間を頂戴いたします It will take a little time to prepare.

・数量限定！昔ながらの鉄板焼きナポリタン（ミニサラダ付）
Spaghetti Napolitan Cooked on an Iron Plate(Main & small salad) ・・９８０円

上記料金にプラス 200 円でアイスクリーム又はホットコーヒー付
Plus 200yen Ice cream or Hot Coffee
※ご飯の大盛りはプラス 200 円※Plus 200yen for additional rice※

～ランチタイム Lunch time～
ご飯 Rice set menu
・温玉のせ飛騨牛すじ丼（みそ汁）
Bowl of rice topped with HIDA beef gristle with egg・・・・980 円
・カレーライス（ミニサラダ付）
Japanese style Beef curry rice・・・・・・・・・・・・・・980 円
・飛騨牛コロッケ＆カレーライス（ミニサラダ付）
Hida beef croquette ＆Japanese style Beef curry rice・・1,200 円

麺類 Noodles
・温そば・温うどん
Hot Soba/Udon・・・・・・・・・・・・・・・・・650 円
・ざるそば・ざるうどん
Chilled Soba/Udon・・・・・・・・・・・・・・・・・750 円
・月見そば・月見うどん
Hot Poached egg Soba/Udon・・・・・・・・・・・・・・・・・750 円

お子様ランチメニュー Kids lunch set menu
カレーセット（フライドポテト・アイス又はジュース）980 円
Curry set Fried potato and ice cream or juice

お飲み物 Drink
アルコール Alcohol menu
・生ビール Draft beer ASAHI・・・・・・・・・・・・・・・・・５４０円
・瓶ビール Bottled beer ASAHI・・・・・・・・・・・・・・・・６５０円
・冷酒 地酒 氷室
HIDA Local sake HIMURO (Cold) 300ml・・・・・・・・・１５００円
・冷酒 地酒 山車
HIDA Local sake SANSYA (Cold) 300ml・・・・・・・・・・１２００円
・熱燗 地酒 久寿玉

（1 合）

HIDA Local sake KUSUDAMA (hot, warm or tepid) 180ml・・・６５０円
・焼酎 麦・芋
SHOCHU(distilled beverage) Wheat or Potato
ロック・水割り・お湯割り Rock, cold water, hot water・・・・６５０円
梅入り Umeboshi(pickled plum)・・・・・・・・・・・・・・７５０円
・生樽ハイボール Draft Scotch and soda・・・・・・・・・・・・・・・６５０円
・サワー グレープフルーツ・レモン
Grape fruit or lemon Sour・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４０円
・ワイン ハーフボトル 赤・白 Wine White, Red (half bottle)・・・・１１００円
・ノンアルコールビール Non alcohol beer・・・・・・・・・・４３０円

ソフトドリンク Non alcohol menu

ウーロン茶 Oolong tea・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６０円
ジンジャーエール Ginger ale・・・・・・・・・・・・・・・・３６０円
コーラ Coca Cola・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６０円
オレンジジュース Orange・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６０円
サイダーSoda pop・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６０円
コーヒーHot coffee・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４００円

飲食のお持ち込みはご遠慮お願いします
お持ち込みの場合は持ち込み料金を頂戴致します。
Please no outside food and drinks.

