Grand Menu
HIROO RESTAURANT

本メニュー価格は税抜表記です
The prices are Tax excluded.

写真はイメージです

This photo is for illustrative purposes only and may differ from actual products.

当店で使用しているお米はすべて国産です
100% japanese rice are being used.
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Course Menu

Course Menu

花柳

夕凪

HANAYAGI Course

お一人様

￥6,500

季節の野菜や様々な魚介が楽しめる、広尾店オリジナル
スタンダードコース。ステーキ・お好み焼もこだわりの
一品としてご提供いたします。

YUNAGI Course

お一人様

￥8,980

鉄板の上で調理する活車海老や、フォアグラを
盛り込んだちょっとお洒落なコース。もちろん
〆はお好み焼で…。

鮮魚のカルパッチョ

鮮魚のカルパッチョ

季節の焼野菜鉄板焼

季節の焼野菜鉄板焼

フォアグラのソテー 赤ワインソース

活車海老と帆立貝柱の鉄板焼

carpaccio

Seasonable vegetables

carpaccio

Seasonable vegetables

Saute of Foie-gras with red wine sauce

Live japanese spiny lobster and scallops

国産黒毛和牛サーロインステーキ

フォアグラのソテー 赤ワインソース

+1,000 円で国産黒毛和牛フィレステーキに変更可
Add 1,000yen (Tax excluded) for your choice Japanese beef fillet steak

国産黒毛和牛サーロインステーキ

Japanese beef sirloin steak

Saute of Foie-gras with red wine sauce

Japanese beef sirloin steak

黒豚のお好み焼 or 黒豚の焼そば

+1,000 円で国産黒毛和牛フィレステーキに変更可
Add 1,000yen (Tax excluded) for your choice Japanese beef fillet steak

デザート

黒豚のお好み焼 or 黒豚の焼そば

Okonomiyaki or Yakisoba

Dessert

Okonomiyaki or Yakisoba

デザート
Dessert

Salad
焼ロメインレタスのシーザーサラダ

￥950

厚切りベーコンときのこのサラダ

￥900

ベビーリーフのグリーンサラダ

￥850

Caesar salad and baked romaine lettuce
Bacon and spinach salad
Green salad

Appetizers
フルーツトマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ

￥1,000

アボカドとスモークサーモンのタルタルディップ

￥1,100

本日のカルパッチョ

￥1,200

Caprese

Bread with tartar sauce of avocado and smoked salmon
Today’s carpaccio

Rice

当店は国産米と使用しております

￥950

ガーリックライス
Garlic rice

そばめし

Soba-meshi (quick fried rice and noodle)

￥1,100

Caesar salad and baked
romaine lettuce

Omelet of pork
Tonpeiyaki is made with thickly sliced pork and wrapped with
egg, which is one of famous Osaka beloved food,
This dish is extremelly fluffy and moist and is as
tender as the pork in a special Okonomiyaki sauce.

Side Dishes
大阪名物とんぺい焼

￥800

ぷちぷちこんにゃくステーキ

￥750

豆腐のステーキオムレツ風

￥750

もやし炒め にんにく醤油風味

￥800

アスパラガスとほうれん草のチーズ焼

￥800

きのこのガーリックバター焼

￥800

Omelet of pork

Konjac steak

Tohu steak

Stir fried bean sprouts with Garlic soy sauce

Baked for asparagus and spinach with cheese

Mushroom with garlic butter

千房特製 エビマヨ

￥1,300

あべ鶏のガーリックオイル焼

￥1,800

フォアグラのソテー 赤ワインソース

￥2,300

Prawn with mayonnaise

Grilled Japanese chicken with garlic oil

Saute of Foie-gras with red wine sauce

Teppanyaki
Teppanyaki is made with our carefully selected ingredients.
Please enjoy one of our creative dishes!

Seafood
アオリイカの鉄板焼

￥1,200

帆立貝柱の鉄板焼

￥1,300

水タコの鉄板焼

￥1,350

季節の魚鉄板焼

￥2,500

活 車海老の鉄板焼（２尾）

￥3,000

活 アワビ鉄板焼 100ｇ

￥3,500

Squid

Scallops
octopus

Seasonable fish

Live prawns（2 pcs）
Live abalone

活 黒アワビ鉄板焼 350g

￥15,000

活 伊勢海老鉄板焼

￥16,500

Live black abalone

Live Japanese spiny lobster

Beef
国産黒毛和牛サーロインステーキ A4
Japanese beef sirloin steak

国産黒毛和牛フィレステーキ A5
Japanese beef fillet steak

80ｇ

￥4,500

120g

￥6,750

160g

￥9,000

80ｇ

￥6,200

120g

￥9,300

160g ￥12,400

国産黒毛和牛フィレステーキ
シャトーブリアン A5

Japanese beef fillet steak Chateaubriand

120ｇ￥12,000
150g ￥15,000
180g ￥18,000

Vegetables
焼野菜盛り合わせ
Assorted vegetables

焼野菜の鉄板焼
Grilled vegetable

￥1,280
各種￥400

たまねぎ / エリンギ / 長芋 / かぼちゃ / ほうれん草 / にんにく / アスパラガス
Onion
Eringii
Yam
pampkin
Spinach
Garlic
Asparagus

OKONOMIYAKI
Japanese-savoury pancake with main ingredients of dough,
cabbage, tempura bits, spring onions, red ginger, varied
with fillings such as meat, seafood and vegetables
topped with special sauce, mayonnaise,
ground driedseaweed and fish flakes.

Okonomiyaki
千房焼

CHIBO Okonomiyaki

￥2,100

(有頭海老・貝柱・イカ・黒豚入り)

黒豚玉

Premium pork Okonomiyaki

￥1,350

(黒豚入り)

海鮮焼

Seafood Okonomiyaki

￥1,540

(小海老・貝柱・イカ・タコ入り)

もだん焼
Modanyaki

￥1,580

(黒豚・小海老・そば麺入り)

ねぎ焼

Negiyaki

￥1,600

(黒豚・すじこんにゃく入り)

山芋焼

Yam Okonomiyaki

￥1,650

(黒豚・大葉入り)

ぷもんじゅ

Pu-monju Okonomiyaki

￥1,700

(黒豚・小海老・イカ・そば麺入り)

白雪姫

Snow white Okonomiyaki

￥2,300

(有頭海老・チーズ・アボカド・トマト・ベーコン・メレンゲ入り)

Yakisoba
千房焼そば

CHIBO Yakisoba

￥2,100

(有頭海老・貝柱・イカ・黒豚入り)

黒豚焼そば

Premium pork Yakisoba

￥1,350

(黒豚入り)

海鮮焼そば

Seafood Yakisoba

￥1,540

(小海老・貝柱・イカ・タコ入り)

黒豚と九条ネギの塩焼そば
Salty taste Yakisoba

(素干し小海老・黒豚・九条ネギ入り)

￥1,600

Drinks
JUICE AND SODAPOP

BEER

ペリエ

￥550

サッポロ樽生

￥750

コーラ

￥500

ヱビスビール中瓶

￥800

ジンジャーエール

￥500

プレミアムアルコールフリー

￥550

カルピス

￥500

烏龍茶

￥500

黒烏龍茶

￥600

Perrie
Coke

Ginger Ale
Calpis

Oolong tea
Black oolong tea

Draft Beer

YEBISU Medium-sized Bottele

SAPPORO PREMIUM ALCOHOL FREE Non-Alcohol beer

WINE
グラスワイン赤

￥850

グラスワイン白

￥850

Wine by the glass (red)

玉露入りお茶

￥500

グレープフルーツジュース

￥500

オレンジジュース

￥500

酎ハイレモン

￥650

千房特製ソーダ

￥600

酎ハイライム

￥650

千房特製ミックスジュース

￥600

ウーロンハイ

￥650

Japanese tea

Grapefruit juice
Orange juice

Chibo’s special soda
Chibo's special Mix juice

Wine by the glass (white)

SOUR
Lime Sour

Lemon Sour

Sho-chu and oolong Tea

PLUM
和三盆梅酒

￥700

Japanese Plum liqueur "WASANBON"

WISKY
シーバスハイボール
CHIVAS Highball

山崎ハイボール

YAMAZAKI Highball

￥800
￥1,050

Cactails
GIN

CAMPARI

ジントニック

￥800

カンパリソーダ

￥800

ジンバック

￥800

カンパリオレンジ

￥800

Gin Tonic
Gin Back

CASSIS

Campari Soda

Campari Orange

DITA

カシスソーダ

￥800

ディタソーダ

￥800

カシスオレンジ

￥800

ディタオレンジ

￥800

カシスグレープ

￥800

カシスウーロン

￥800

Cassis Soda

Cassis Orange
Cassis Grape

Cassis oolong tea

Dita Soda

Dita Orange

Japanese SAKE
SHO-CHU
黒和ら麦

SAKE
麦 / 福岡県

KUROWARAMUGI

吉四六

麦 / 大分県

KICCHOMU

黒甕

芋 / 鹿児島県

KUROKAME

一刻者

芋 / 鹿児島県

IKKOMON

￥750

八海山

￥850

一刀両断 純米大吟醸 /辛口 / 愛媛県 ￥1,150

￥700

熱燗

￥850

本醸造 / 辛口 / 新潟県

HAKKAISAN

￥850

ITTORYODAN

Japanese hot SAKE

￥750

Sparkling Wine
￥6,000

シャンドン・ブリュット / オーストラリア
SHANDON Brut / Australia

オーストラリアを代表するスパークリングワインで、シャンドンを象徴するものです。
シャルドネとピノ ノワールの美しいブレンドによるフレッシュ シトラスの様なピュアな果実味が爽快です。

Champagne
モエ・エ・シャンドン

モエ・アンペリアル / フランス

MOËT & CHANDON MOËT IMPÉRIAL / France

￥12,000
Half ￥6,000

世界で最も愛されているシャンパン。
そのバランスの良いエレガントな味わいは、前菜からメイン、デザートまであらゆる料理とよく合います。

モエ・エ・シャンドン

ロゼ・アンペリアル / フランス

MOËT & CHANDON ROSÉ IMPÉRIAL / France

グラマラスで誘惑的なシャンパン。
フルーティーで野イチゴのような香りが強く、新鮮でいきいきとした果実味がはっきり出ていて、
喉ごしは柔らかです。個性の強い料理にもよく合います。

ヴーヴ・クリコ

イエローラベル / フランス

VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL / France

ヴーヴ・クリコを代表するすっきりとした辛口でありながら、優雅さも存分に楽しめます。

￥14,000
Half ￥7,000

￥14,000

White Wine
カーサ・マデロ・シャルドネ / カーサ・マデロ
Casa Madero Chardonnay / Casa Madero

￥3,800

メキシコの高級ぶどう産地パラス・ヴァレーのシャルドネ種を使用。完熟したトロピカルフルーツの香りと
樽の芳ばしい味わいの、バランスよい余韻が楽しめるワインです。

ガヴィ / バタシオーロ

￥4,600

Gavi / Batasiolo

新鮮な果実を想わせる柔らかさで個性あふれるアロマが特長。
心地よい酸味が広がり。軽やかでバランスの良い上質な白ワインです。

マ・フェルメット ソーヴィニオンブラン オーガニック / UVCDR セリエ・デ・ドーファン
Ma Fermette Sauvignon Blanc Organic / UVCDR Cellie des Dauphins

￥4,700

グレープフルーツやハーブの香り、白い花やシトラスのアロマに満ちています。
華やかな果実風味のあとにスパイシーで辛口な口当たりの白ワインです。

ラ キュベ ミティーク ブラン / ヴィナディス
La Cuvée Mythique Blanc / Vinadeis

￥5,100

凝縮感のある美しい黄金色で、砂糖で煮つめたナシを連想させる香りに、かすかなバ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が特長です。口に含んだ瞬間、トースト香とともに豊かな果実味がいっぱいに広がります。

シャブリ / ラブレ・ロワ

￥5,400

Chablis / Labourē-Roi

独特の切れ味が心地よく、すっきりした辛口でありながら優雅さも存分に味わえます。

トリエンヌ・ヴィオニエ・サントフルール
TRIENNES Viognier Sainte Fleur

￥5,400

透明感のある淡いイエローで、アプリコット、スイカズラ、白い花、ラベンダーの蜂蜜の香り。華やかさに加え、
口中での酸味やミネラル感が喩えようのないバランスを作る、贅沢な味わいの白ワイン。

マンズ

ティエラ

Manns Tierra KOSHU

甲州シュール・リー

￥5,800

山梨県内でも高品質のブドウが取れる地域を厳選し、そのブドウのみを用いてこだわりのワインを造りました。
繊細な味わいで、ほのかな柑橘系の香り。シュール・リー製法による旨味と複雑さが感じられるワインです。

コート・デュ・ローヌ

ブラン /ヴィダル・フルーリー

Côtes du Rhône Blanc / Vidal Fleury

￥5,800

ステンレスタンクによって温度調節をしながら低温発酵、熟成したワイン。
透明感のある美しいイエロー。白い花やアプリコット、白桃、アカシアなど、ヴィオニエの特徴がはっきりと出ており
フルーティでボリューム感のある味わい。

シャブリ・プルミエ・クリュ・フルショーム / ラブレ・ロワ
CHABLIS 1er CRU FOURCHAUME / Labourē-Roi

￥10,000

一級畑の中でも特に地質に優れ、良質のぶどうを生産するため、知名度が高いのが「フルショーム」。
シャブリ独特の軽く、デリケートで良質な香りが印象的です。

ピュリニー・モンラッシュ・ブラン / ポール・ガローデ
PULIGNY MONTRACHET BLANC / Paul GARAUDET

白ワインの代表格であるシャルドネ種の生まれ故郷ピュリニ・モンラッシェ村。アーモンド、サンザシ、
ピーチなどに加え、シダの香りが特徴的です。

￥12,000

Red Wine
ネダバーグ・ピノタージュ /
Nederburg Pinotage / Distell

ディステル

￥3,900

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。

マ・フェルメット カベルネソーヴィニオン オーガニック / UVCDR セリエ・デ・ドーファン
Ma Fermette Caberne Sauvignon Organic / UVCDR Cellie des Dauphins

￥4,700

カンゾウやドライプラム、ハーブなどのスパイシーな香り。
カベルネらしい清涼感と南仏らしい完熟間のバランスが良くとれています。

ラ

キュベ

ミティーク / ヴィナディス

La Cuvée Mythique / Vinadeis

￥5,100

輝くようなルビーレッドの美しい色合いで、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、エレガントな調和が魅力です。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よく、余韻も長く楽しめます。

トリエンヌ・サントーギュスト / カベルネソーヴィニオン・シラー・メルロ
TRIENNES Saint Auguste / Caberne Sauvignon Syrah Merlot

￥5,400

南仏らしい豊かさやパワフルさがありながらも、柔らかなタンニンと上品な酸が
なんともまろやかで、エレガントな味わい。

プリオリ・キャンティ / テール・ドゥ・プリオリ・キャンティ
Priori Chianti / Terre Di Priori Chianti

￥5,500

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、
フレッシュな果実実が感じられます。フレンチや軽い肉料理に。

ブルゴーニュ・ルージュ・ピノ・ノワール / ラブレ・ロワ
Bourgogne Rouge Pinot Noir / Labourē-Roi

￥5,700

ピノ・ノワールの高貴さと赤い果実のアロマがよく表現され、繊細で力強い芳香が特長。ストラクチュアはやさしく、
タンニンは穏やかです。口当りは柔らかで、長くしっかりした余韻を楽しめます。

シャトー・ピレルージュ / シャトー・ピレ
Ch. Pilet Rouge / Ch. Pilet

￥6,100

紫がかった濃いルビー色で、ほのかなバニラ香やカシスリキュールなど赤系果実のエレガントな香りが
特長です。まろやかな風味が口に広がる、柔らかな酸味のミディアムボディです。

コレクション・プリヴェ・マルゴー / コーディア
Collection Privee Margaux / Cordier

￥9,800

マルゴー村はあの偉大な「シャトー・マルゴー」を産する村。ボルドーで最も繊細さのあるワインを産出すると
いわれています。香りの高さ、まろやかで固さのないタンニンが特長の優しい口当りの赤ワイン。

シャトー・ヌフ・デュ・パプ / カーブ・サン・ピエール
CHATEAUNEUF DU PAPE / Caves Saint Pierre

￥11,100

南フランスで今最も注目を集める造り手。3 区画のブドウのブレンドで造られるセカンドワイン。
力強くも、透明感のある繊細な口当たりが魅力的です。

ジュヴレ・シャンベルタン / ラブレ・ロワ
Gevrey-Chambertin / Labourē-Roi

滑らかなタンニンとバランスの取れた酸が特長のふくよかなワインです。

￥13,000

Dessert

バニラアイス黒蜜きな粉で

￥600

わらび餅とバニラアイスクリーム

￥650

焼ワッフルとバニラアイスクリーム カシスソースがけ

￥780

Vanilla icecream with Soybean flour and brown sugar syrup

Bracken rice cake and vanilla icecream

Baked waffle and vanilla icecream with cassis sauce

