


ミニサラダ

大阪名物とんぺい焼

山芋とろろの明太チーズ焼

海老とアボカドのガーリックオイル焼

牛ハラミステーキ

黒豚玉 or 黒豚焼そば

抹茶のアイスクリーム
～黒蜜ときな粉添え～

コ
ー
ス

�,���円+税
お一人様

UTAGE Course

シーフード、ビーフ、お好み焼など
色々な鉄板焼を楽しめるコースです

Small Salad

Tonpei - Yaki
( High Quality Pork Omelet ）

Grilled Yam and Cod roe with Cheese

Grilled Avocado and Shrimp with Garlic oil

Beef Outside Skirt Steak

High Quality Pork Okonomiyaki
or High Quality Pork Yakisoba Noodles

Green Tea Ice Cream

※写真はイメージです



ミニサラダ

パリパリ鉄板餃子

大阪名物とんぺい焼

大阪名物ソース串カツ盛り合わせ

黒豚玉 or 黒豚焼そば

抹茶のアイスクリーム

シーザーサラダ

 ～黒蜜ときな粉添え～
～黒蜜ときな粉添え～

～半熟玉子を絡めて～

コース コース

お一人様 お一人様

TSUDOI Course HANA Course

�,���円+税 �,���円+税

集
大阪の雰囲気を味わえるコースです ちょっと贅沢にこだわりの鉄板焼を

楽しめるコースです

Small Salad
Caesar Salad with Half-Boiled Egg

Crispy Gyoza

Assorted Grilled Vegetable

Assorted Kushikatsu Prawn with mayonnaise

Japanese Beef Steak

Green Tea Ice Cream

Tonpei - Yaki
( High Quality Pork Omelet ）

Ajillo with Camembert Cheese

Tonpei - Yaki
( High Quality Pork Omelet ）

High Quality Pork Okonomiyaki
or High Quality Pork Yakisoba Noodles

Green Tea Ice Cream

High Quality Pork Okonomiyaki
or High Quality Pork Yakisoba Noodles

大阪名物とんぺい焼

焼野菜の盛り合わせ

カマンベールのアヒージョ

特製海老マヨ

国産牛ステーキ

黒豚玉 or 黒豚焼そば

抹茶のアイスクリーム

※写真はイメージです



�,��� 円+税 �,��� 円+税

��� 円+税 ��� 円+税 ��� 円+税

��� 円+税 ��� 円+税

��� 円+税

鉄

創
作

山芋とろろの明太チーズ焼 パリパリ鉄板餃子 焼野菜の盛り合わせ

海老とアボカドの
ガーリックオイル焼

カマンベールの
アヒージョ

宇佐の唐揚げ

大阪名物ソース串カツ
盛り合わせ

ポテトフライ

Grilled Yam and Cod roe with Cheese Crispy Gyoza

Deep fried chicken French fries

Grilled Avocado and Shrimp with Garlic oilAssorted Kushikatsu Ajillo with Camembert Cheese

��� 円+税

ガーリックトースト
Garlic Toast

Assorted Grilled Vegetable板
焼

多
彩
な
創
作
メ
ニ
ュ
ー
を

        

ご
用
意
し
て
お
り
ま
す

Original Grilled Negi-toro
with Outside skirt steak

炙りネギトロと
牛ハラミの鉄板焼

�,���円+税

味付けを
お選びください。

ポテトフライ
ご注文のお客様

・お好み焼味
・塩 味
・チーズ味

Beef Stew in Red Wine Sauce Served with Buguet

やわらか牛肉の
　　赤ワイン煮

�,���円+税

バケット添え

※写真はイメージです



厚切り牛タンステーキ100ｇ 牛ハラミステーキ150ｇ サイコロステーキ100ｇ

�,��� 円+税�,��� 円+税�,��� 円+税

肉
の
魅
力

Thick-cut Beef Tongue Steak Beef Outside Skirt Steak Diced Beef Steak

国産牛の旨みをしっかりと引き出すために、
ステーキを寝かせながら焼き上げています。
じんわりと火が入ったお肉はジューシーさと
柔らかさ、さらに旨みを閉じ込めたとってお
きのステーキに仕上げました。
深みのある赤身の美味しさも楽しめます。

国産牛ステーキ150ｇ

�,��� 円+税
Japanese Beef Steak

※写真はイメージです



ぺ
焼
い
ん
と千

房
へ
来
た
ら

Home Made Potato Salad

��� 円+税

宴千房のポテトサラダ

Korean Style Salad

��� 円+税

チョレギサラダ～焼肉風～

Caesar Salad with Half-Boiled Egg

��� 円+税

シーザーサラダ
～半熟玉子を絡めて～

��� 円+税
Okura Pickles
オクラの浅漬け

Roasted Beef of Tongue

��� 円+税

牛タンのローストビーフ

Assorted Olive and Smoked Cheese

��� 円+税

燻製チーズと
オリーブの盛り合わせ

前 菜

��� 円+税

大阪名物 
とんぺい焼

Tonpei - Yaki
( High Quality Pork Omelet ）

Add Cheese Topping

プラス��� 円+税

プラス��� 円+税

チーズトッピング

Add Cod Roe Sauce Topping

明太トッピング

※写真はイメージです



野菜たっぷり焼そば

海鮮焼そば

黒豚焼そば

黒豚と九条ねぎの焼そば

激辛特製ソース焼そば

�,��� 円+税

�,��� 円+税

�,��� 円+税

�,��� 円+税

�,��� 円+税

ス

る

そ
ば

香
焼

ー
ソ

Vegetables Yakisoba Noodles

Seafood Yakisoba Noodles

High Quality Pork Yakisoba Noodles

Yakisoba Noodles with a Long Green Onion
and High Quality Pork Salty Taste

Spicy Yakisoba Noodles
Choice of Chibo’s Original Sauce

or Salt Based Sauce

千
房
自
慢
の
太
麺
を
使
用
し
た

　
　
　
　
　
　
　
本
場
大
阪
の
味

野菜各種 / そば麺

小えび / いか / 貝柱 / そば麺

黒豚 / そば麺

黒豚 / 九条ねぎ / そば麺

黒豚 / 小えび / いか / パクチー / そば麺

黒豚と九条ねぎの焼そば

激辛特製ソース焼そば

野菜がごろっと入った女性にも人気の焼そばです。

� 種の海鮮が楽しめる焼そばです。

こだわりの国産黒豚を使用。

黒豚と甘みの強い九条ねぎが入った焼そばです。

ピリッとくる辛さがクセになる特製ソース焼そばです。

迷ったらこれで！
当店人気ナンバーワンの焼そばです。

�,��� 円+税

Mix Yakisoba Noodles

黒豚 / いか / 小えび / そば麺

ミックス焼そば

ソース味
塩味
もしくは

味付けを
お選びください

※「激辛特製ソース焼そば」は
ソース味のみとなります。

Yakisoba Noodles with
a long green Onion and
High Quality Pork Salty Taste

Spicy Yakisoba Noodles

※写真はイメージです



こだわりの国産黒豚を使用。
シンプルでありながら存在感のある1枚。

�,���円+税
High Quality Pork Okonomiyaki
黒豚

黒 豚 玉

大
阪
の
味
を
︑銀
座
で
味
わ
う

焼
み
好
お

小麦アレルギーの方へ

�,���円+税
~グルテンフリー~豚玉新味

High Quality Pork Okonomiyaki gluten free ver.

※同施設にて小麦を使用、
　調理を行なっています。

【注意事項】

※具材は国産黒豚を使用し、
　豚玉としてご提供いたし
　ます。具材の変更希望が
　ございましたらスタッフ
　までお声掛け下さい。

当店 1番の看板商品。大阪道頓堀の賑やかさを
様々な具材で表現しました。

�,���円+税
Dotonbori Okonomiyaki
道 頓 堀 焼
黒豚 /いか /小えび /チーズ /牛すじこんにゃく

小麦アレルギーをお持ちの方でも千房のお好み焼を

召し上がっていただきたい…。そんな想いから生まれた

小麦粉不使用の新しいお好み焼です。

20min
お好み焼が焼きあがるまで
少々お時間がかかります。

(約20分)

Okonomiyaki

※写真はイメージです



も
だ
ん
焼
山
芋
焼

食を す熱々

�,���円+税

九条ねぎ焼
Green Onion Okonomiyaki
黒豚 /いか /牛すじこんにゃく
素干し小えび

�,���円+税

海 鮮 焼
Seafood Okonomiyaki
いか /小えび /たこ

�,���円+税

広 島 焼
Hiroshima Okonomiyaki
黒豚 /小えび /いか /そば麺

�,���円+税

まったりもだん焼
Vegetable and Cheese Modanyaki
アスパラガス /ほうれん草 /チーズ /素干し小えび /そば麺

�,���円+税

ミックス山芋焼
Mix Yam Okonomiyaki
黒豚 /小えび /いか /塩昆布 /大葉

�,���円+税

もっちり山芋焼
Cheese and Rice Cake Yam Okonomiyaki
黒豚 /チーズ /もち /塩昆布 /大葉

�,���円+税

ミックスもだん焼
Mix Modanyaki
黒豚 /小えび /素干し小えび /いか /そば麺

際立つボリューム満点の１枚。 お好み焼です。
薄く広げた生地に青ねぎを
たっぷり入れた薄めのお好み焼。

生地が少なめでキャベツの甘みが 3種の海鮮を楽しめる

焼そばを玉子で絡めお好み焼の形に整えたオリジナルもだん焼。
ボリューム満点の１枚です。

生地が100％山芋で出来上がったお好み焼。
ヘルシーで口の中でとろける食感がたまらない商品です　。

20min
お好み焼が焼きあがるまで
少々お時間がかかります。

(約20分)

Okonomiyaki

女性の「好き」を詰め込んだお好み焼です。

�,���円+税

UTAGE CHIBO Original Okonomiyaki

マスカルポーネ / イタリアントマト

宴 千房焼

濃厚なマスカルポーネをふんだんに使い、相性の良い
イタリアのトマト「サンマルツァーノ」を贅沢に入れ、
まったりとした味わいと酸味のきいたお好み焼に仕上
げました。
千房の中でも当店限定の商品となります。どうぞご賞
味ください。

※写真はイメージです



���円+税

���円+税

���円+税

焼ワッフル
 ～バニラアイス添え～
���円+税
Baked Waffle with Vanilla Ice Cream

わらび餅
～抹茶アイス添え～

���円+税
Bracken starch Dumplings
with Green Tea Ice Cream

マスカルポーネと
バニラアイスのアフォガード

���円+税
Affogato

もっちりフルーツ大福

���円+税
A Soft Round Rice Cake Stuffed
with Fruits

フルーツフォンデュ
���円+税
Fruits fondue

Perrie

Chibo’s Special Soda

Coke

Ginger Ale

Orange Juice

Grapefruit Juice

Oolong Tea

Japanese

SWEETS

ペリエ

千房特製ソーダ

コーラ

NON ALCOHOL DRINKS
ジンジャーエール

オレンジジュース100％

グレープフルーツジュース100％

ウーロン茶

緑 茶

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税
Green Tea

※写真はイメージです



���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

Plane

Salty Lemon

Punch Lemon

Lime

OTOKO-UME 

Sparkling Wine with Lemon

Sparkling Wine with Orange

Sparkling Wine with Berry

Sparkling Wine with Ume

YEBISU Draft Beer

YEBISU Bottle Beer

KUROWARAMUGI

IKKOMON

Wasanbon Ume Liqueur

Yuzu Citron Liqueur

Whisky and Soda

Whisky and Ginger Ale

Whisky and Coke

Yuzu Citron and Honey

Grapefruit

Shequasar

Pineapple

Sho-chu and Oolong tea

Sho-chu and Japanese Green tea

エビス樽生ビール

エビス瓶ビール

和三盆梅酒

京柚子

黒和ら麦（麦）

一刻者（芋）

プレーンサワー

塩レモンサワー

パンチレモンサワー

ライムサワー

男梅サワー

プレーンハイボール

ジンジャーハイボール

コークハイボール

SHO-CHU

FRUIT LIQUEURPOLESTAR

WHISKYBEER

SOUR
柚子はちみつサワー

グレープフルーツサワー

シークワァーサーサワー

パイナップルサワー

ウーロンハイ

緑茶ハイ

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

���円+税

レモンスプリッツァー

オレンジスプリッツァー

ミックスベリースプリッツァー

梅スプリッツァー

(DEWAR’S)

フルーツの入った
スパークリングワイン

���円+税

���円+税

���円+税

Sparkling Wine in a Glass

White Wine in a Glass

Red Wine in a Glass

ポールスター(スパークリングワイン)

オルテンセビアンコ(白ワイン)

オルテンセロッソ(赤ワイン)

GLASS WINE



ソーヴィニヨン・ブラン /辛口
ジューシーなパッションフルーツと黒スグリの風味と、爽やかなハーブがコクのある味わいをしっかりと
支えています。複雑味があり、穏やかな酸味を伴った柔らかいテクスチャーが印象的です。アタックにある
上質な果物の風味はしなやかで、エレガントな余韻と共にフィニッシュまで続きます。

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

Nederburg Cuvee Brut

Aroma Español Airen

Cadis Duca del Frassino, Soave Classico

Les Vigneoux Chardonnay Organic

Nederburg Chardonnay

Marlborough Sauvignon Blanc

Santa Rita Reserva Chardonnay

La Cuvée Mythique Blanc

LABOURE ROI Chablis

ネダバーグ・キュヴェ・ブリュット

アロマ・エスパニョール・アイレン

カディスDDFソアヴェクラシコ

レ・ヴィーノシャルドネ・オーガニック

ネダバーグ・シャルドネ

マールボロ・ソーヴィニヨンブラン

サンタ・リタ レセルバ シャルドネ

ラ・キュベ・ミティーク・ブラン

ラブレ・ロワ シャブリ

WHITE

Sparkling

W
in
e 
Li
st リースリング、ソーヴィニヨン・ブラン、シュナンブラン、その他 /やや辛口

フリーランジュース（一番果汁）のみを使用し、みずみずしくアロマティックなブドウの香りを楽しめる。
華やかで、ほのかにブドウの自然な甘さが残る後味が魅力。

アイレン /やや辛口
フルーティな果実味と爽やかな柑橘系の香り。
すっきりとした酸と果実の味わいのバランスが良い辛口白ワインです。

ガルガーネガ /やや辛口
手摘みのブドウをソフトプレスして造る高品質のソアヴェ・クラシコ。
リンゴやパイナップル、アプリコットなどの果実の甘味が溢れる白ワイン

シャルドネ /やや甘口
バニラやライムの香り。爽やかな酸を感じる、シャルドネらしいふくよかな味わいの
辛口白ワインです。

シャルドネ /辛口
樽熟によるトースト香と微かな柑橘香、そしてアプリコット香のコンビネーションが絶妙。
しっかりとしたボディに、飲み口や後味のまろやかさが特長のワインです。

シャルドネ /辛口
果実味や特長を引き出すと共に、樽熟成により深みのある味わいとのバランスを取っています。
シャルドネ独特の果実味、程よい酸味と甘みのバランスがとれたワインです。

ヴィオニエ、ルーサンヌ、グルナッシュ・ブラン、その他 /辛口
凝縮感のある美しい黄金色。砂糖で煮つめたナシを連想させる香りに、かすかなヴァニラと蜂蜜のニュアンスが
加わった、デリケートな味わい。口に含んだ瞬間、トースト感とともに豊かな果実味がいっぱいに広がります。

シャルドネ /辛口
緑がかった美しい黄金色。素晴らしい芳香はシャブリ特有のもの。独特のキレ味が心地よく、
すっきりとした辛口でありながら優雅さも十分に楽しめます。牡蠣料理、魚料理との相性のよさは絶妙です。 



�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

�,���円+税

Aroma Español Tempranillo

Nederburg Pinotage

Les Vigneoux Merlot Organic

Priori Chianti

La Cuvée Mythique

Santa Rita Reserva Cabernet Sauvignon

Marlborough Pinot Noir

Chateau Tournefeuille

アロマ・エスパニョール・テンプラニーリョ

ネダバーグ・ピノタージュ

レ・ヴィーノメルロー・オーガニック

プリオリ・キャンティ

ラ・キュベ・ミティーク

サンタ・リタ レセルバ・ カベルネ・ソーヴィニヨン

マールボロ・ピノ・ノワール

シャトー・トゥルヌフィーユ

RED

テンプラニーリョ /ミディアムボディ
スペインの代表的な赤ワイン用ぶどう品種である、テンプラニーリョ種を100%使用しています。 
しっかりとした味わいでありながら、果実の香りと酸味のバランスが良く、どのような料理にも合わせやすい
赤ワインです。

ピノタージュ /ライトボディ
ピノ・ノワール種とサンソー種の交配による南ア独特の品種 "ピノタージュ”を使用。
豊かな果実の香りとソフトなタンニンが特長であり、丸みのある優しい味わいのワインです。

メルロー /ミディアムボディ
動物性原材料を一切使用しないヴィーガン対応商品（商品裏ラベルにヴィーガン対応標識が記載されています）
輝きのある紫がかったガーネットの色調シチリア島の温暖な気候を感じさせるカシス、プラムの果実の香りに
ローズマリーの香り、イチゴジャムを思わせる甘い香り。まろやかで柔らかいタンニン、程よくコクのあるふく
よかな味わいです。

サンジョヴェーゼ、メルロー、他 /ミディアムボディ
チェリーや新鮮な赤い果実とスパイスの香り。味わいは柔らかく、まろやかなタンニンとフレッシュな果実味が
感じられます。

シラー、グルナッシュ、カリニャン、その他 /ミディアムボディ
輝くようなルビーレッドの美しい色合い。はじめに野生のベリーを思わせる果実香が広がり、
しだいに胡椒やハーブを感じさせるスパイシーな香りが複雑に絡み合い、やがてもたらされるエレガントな調和。
繊細かつまろやかな口当たりに加え、柔らかなタンニンが心地良く、余韻も長く楽しめます。

カベルネ・ソーヴィニヨン /フルボディ
プラムのような熟した黒い果実のような香り、ハーブの香りがバニラやクローブの香りに混じりあっています。
豊かな光沢と柔らかなタンニン、複雑な味わいを楽しむことができます。

ピノ・ワール /ミディアムボディ
ストロベリーやスイートレッドチェリーの香りが層になりほんの少しのスパイスを感じるフレッシュな
味わいのピノ・ノワールです。熟成に入る前に3日間の醸しを行い、より深みのあるフレーバーとタンニンを
抽出しています。

メルロー、カベルネフラン /ミディアムボディ
チェリー、カシス、プルーンの香りを中心に、豊かな果実とスパイスの香味が広がる。
熟成したエレガントなタンニンに、力強さとバランスの良さを併せ持つ赤ワイン。



近隣店舗のご案内

ぷれじでんと銀座コリドー店
東京都中央区銀座7丁目2番先　銀座コリドー街101
03-5537-6200

有楽町ビックカメラ支店
東京都千代田区有楽町1-11-1 ビックカメラ有楽町6階
03-5288-8570

ご予約承ります

月～金　17：30 ～ 24：00（L.O.23：00）
土日祝　17：00 ～ 23：00（L.O.22：00）

全　日　11：30 ～ 23：00（L.O.22：00）

定休日：毎週日曜日

定休日：無休
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