フードメニュー

Food

※22:00以降は深夜サービス料金10%頂いております。

298nky自慢の仙台牛。宮城県産では最上級とされるA5ランク仙台牛を使用しております。
298nky Recommendation

本日の上物部位盛り合わせ

………¥

4,980［税込¥5,478］

本日のおすすめ上物部位を5点盛り合わせでお得にご提供。1種類2切れずつで2名様にちょうど
良いボリュームです。
塩胡椒で味付けてありますので、
バルサミコ醤油をつけてお召し上がりください。

Sendai Beef

宮城県産和牛サーロインユッケ

仙台牛カルビ …………………¥1,080 仙台牛ロース………………¥1,080
仙台牛ともバラを使用。
上質な脂の旨味をご堪能ください。

［税込¥1,188］

両面をさっと炙ってベリーレアでお召し上がりください。

［税込¥1,188］

……¥

298nkyでは生食加工業者に依頼して、特注で宮城県産黒毛和牛の
最も高級な部位、
「サーロイン」
を一本まるまる、
生食用に加工しております。

仙台牛上カルビ………………¥1,800 仙台牛フィレ…………………¥3,600
［税込¥1,980］

美しい霜降りの上カルビ。脂身がとろけます。

［税込¥3,960］

仙台牛最高峰の赤身肉。一人前100g

2,500［税込¥2,750］

※当店では保健所の指導のもと、生食用調理設備を整え、適切な衛生管理の上で提供させて頂いております。

おすすめ 特 選 部 位
【赤身系】

【霜降り系】

仙台牛イチボ ……………………………¥2,500

［税込¥2,750］

骨がH型でHボーン→イチボが由来。
骨から染みた風味の濃さはNo1!

仙台牛トモサンカク …………………¥2,200

［税込¥2,420］

美しい霜降り。
触るだけで溶ける
あっさりした脂身。肉汁の甘みも豊富。

仙台牛中落ち ……………………………¥1,380

［税込¥1,518］

あばら骨の間に挟まれた部分、
ゼラチン系特有の濃厚な味わい。

仙台牛しんしん …………………………¥1,800

仙台牛もも肉の甘味がよく分かる部位です。
ベリーレア−で肉汁ごとどうぞ!

仙台牛ランプ

［税込¥1,980］

2,500

……………………………¥
［税込¥2,750］

サーロイン繋がり腰から臀部への赤身肉。
ロイン系特有の風味を兼ね備えていて美味。

仙台牛ランプステーキ

Beef Tang & Harami

良質な国産牛のハラミと、仙台名物の牛タン塩、
カットの厚さや味付けがお選びいただけます。

牛タン塩……………¥1,300［税込¥1,430］
食べやすい薄切りタイプ。葱とごま塩でもんで提供。

豚ホルモン

Pork Variety

手間暇かけて丁寧に仕込みました。
クセがなく
ホルモンの旨みを存分に味わえる絶品ホルモン!

おすすめ

塩ホルモン［豚鉄砲］……¥600［税込¥660］

厚切タン塩……………¥2,800［税込¥3,080］
しっかりと食べ応えが感じられる厚切タイプ。塩胡椒で。

ハラミ………………………¥1,200［税込¥1,320］
米国産アンガスビーフ。最高等級プライムの牛ハラミ。

上ハラミ…………………¥1,800［税込¥1,980］
良質な国産のハラミ。脂肪控えめ。

厚切サガリ……………¥2,500［税込¥2,750］
厚切がおいしいサガリ。適度な歯ごたえと柔らかさ。

チキン＆ポーク

Chiken & Pork

国産豚トロは自家熟成しています。

コブクロ［豚子宮］…………¥680［税込¥748］

牛ホルモン

Beef Variety

宮城県産・山形県産を中心に仕入れ。
鮮度抜群!おいしい牛ホルモンです。

センマイ［牛第3胃］…………¥600［税込¥660］

700

［税込¥770］

良質な餌で育てられた地養鶏。
コクがあって脂味が旨い。

豚カルビ ……………………¥600［税込¥660］
タレ焼きもすてがたい。
サンチュでいただくのもお勧め。

とんとろ …………………¥700

［税込¥770］

良質な国産豚の豚トロを自家熟成。風味と食感がすばらしい。

フィレの厚みのある中心部分で
特に良いところをステーキで。
ステーキカット/フォアグラソース付き

当店初めての方にもお勧め！いろいろなホルモンを一気に楽しめます。
各2枚ずつ２名様でちょうどいい。
ボリュームの盛り合わせです。

海鮮焼

Seafoods

お肉の合間におすすめ！ 298nky自慢の海鮮焼き。
厳選食材を仕入れました。味噌貝焼きはオリジナルの
味わいで大好評。海老は大きめ!インパクト大。

ホタテの味噌貝焼き［2枚］
1,800

…………………………………¥

［税込¥1,980］

大きな海老2尾
（アメリケーヌソース&バケット付）

Kimuchi

漬物、
キムチはひと味違う本格派。発酵からくる
サッパリとした酸味は焼肉のお供に最適です。

キムチ ………………………¥500［税込¥550］
上質な唐辛子を使用した本格白菜キムチ。

オイキムチ ………………¥400［税込¥440］
辛味を抑えた、大振りにざくざく切った
きゅうりのキムチです。

2,200［税込¥2,420］

…………………………………¥

炭火で焼いた大きな海老を、熱々のアメリケーヌソースで
召し上がれ。
ワインにもぴったりの人気の一品です。

野菜焼

キムチ

カクテキ ……………………¥400［税込¥440］
大根キムチ。
さわやかな酸味と食感で焼肉のお供に。

キムチ盛り合わせ………¥800［税込¥880］
Vegetable for BBQ

3種のキノコ………………¥800［税込¥880］

キムチ、
オイキムチ、
カクテキの三種のキムチ盛り。

本日の浅 漬け …………¥300［税込¥330］
キャベツ、
きゅうり、
人参の浅漬けです。

葱焼きセット…………… ¥500［税込¥550］
【単品】

ナムル

ウルテ［牛喉軟骨］……………¥750［税込¥825］

長ネギ / たまねぎ / ピーマン
トマト串
（1本）………各 ¥380［税込¥418］

ナムルは野菜をごま油や塩でシンプルに
味付けたものです。

ハチノス［牛第2胃］…………¥770［税込¥847］

山芋 / エリンギ………各¥500［税込¥550］

もやしナムル …………………¥400［税込¥440］

しまちょう［牛大腸］…………¥800［税込¥880］

まいたけ / しいたけ
青森県産にんにく……各¥550［税込¥605］

もやしだけのナムル。
しお、
ごま油のシンプルな味付けで。

ぎあら［牛第4胃］……………¥750［税込¥825］

……………¥

一品料理

ガツ［豚胃］……………………¥680［税込¥748］

ハツ［牛心臓］…………………¥700［税込¥770］

岩手県で良質な餌で育った地養鶏。

いわい鶏もも肉

豚ホルモン［豚鉄砲］……¥600［税込¥660］

10,000

［税込¥11,000］

［税込¥2,420］

10種のホルモン盛り合わせ………¥2,500［税込¥2,750］
牛タン・はらみ

……………¥

兼ね備えた赤身肉。
ステーキカット。

仙台牛カイノミ……………………………¥2,200

脇腹から取れる極上の部位。
その食感は
まるでハラミの様。厚切りでも柔らかいです。

仙台牛【数量限定】
シャトーブリアン

3,800

……………………………………………¥
［税込¥4,180］
柔らかさだけでなく、味、風味も

レバー［牛肝臓］…………¥880［税込¥968］

Namuru

四色ナムル ……………………¥550［税込¥605］
もやし、
ホウレンソウ、大根とにんじん、
ぜんまいの４色ナムル。

上ミノ［牛第1胃］……………¥980［税込¥1,078］

サラダ Salad

Special Meals

トン足……………………………¥650［税込¥715］

ハチノスフェ…………………¥800［税込¥880］
牛の第二胃を柔らかくボイル。
コラーゲンたっぷり。
酢味噌で頂きます。

14品目入りグリーンサラダ
…………………………………………¥900［税込¥990］

イカフェ

定番のボイルした白トン足。
酢味噌かシンプルに塩コショウでどうぞ。

その日の新鮮素材を自家製のハニーマスタードドレッシングで。

［税込¥1,210］
…………………………………¥
甘酸っぱい酢味噌だれに絡めたイカの刺身。

山芋ポテトフライ…………¥780［税込¥858］

センマイフェ…………………¥750［税込¥825］

ホクホクの山芋の素揚げ。
アンチョビマヨソースで頂きます。

噛み心地がよく、鉄分、亜鉛などの栄養もたっぷり。
自家製酢味噌でどうぞ。

オリエンタルサラダ

うま塩キャベツ……………¥500［税込¥550］

フライドポテトトスカーナ風
トマトとモッツァレラチーズ
………………………………………¥800［税込¥880］
………………………………………¥700［税込¥770］
健康的なフランス産ピーナッツ油を使用。

1,400［税込¥1,540］

……………………………………¥
カリフォルニア発祥のアジア風サラダ。

ごま塩サラダ………………¥700［税込¥770］
カリフォルニア発祥のアジア風サラダときゅうりのシンプルな
サラダ。
自家製ごま塩ドレッシングで。

裏面にご飯物とドリンクメニューがあります。

1,100

新鮮キャベツを自家製ごま塩ドレッシングでいただきます。

サンチュ………………………¥550［税込¥605］
サンチュと味ねぎ、辛味噌のセット。焼肉を巻いてどうぞ。

スープ

Soup

298nkyのクッパ

テールと牛骨のみで10時間以上煮込んだ
牛出汁がスープベース。

カルビスープ……………¥750［税込¥825］

［税込¥990］

［塩味/カルビスープ/ユッケジャンスープ］
特製スープにご飯入り。

ユッケジャンスープ………¥750［税込¥825］

ビビンバ…………………………¥750［税込¥825］

牛骨スープ…………………各¥500［税込¥550］

ごはんに四種のナムルとひき肉がのっています。
よくかき混ぜて召し上がれ。

［わかめ/たまご/野菜］

フォアグラ丼
［税込¥1,518］
……………¥1,380
フォアグラとほろ苦いテリヤキソースが絶妙
にマッチ。
ご飯少なめ、
スープ付き。

石焼ビビンバ………………¥980［税込¥1,078］

ライス

Rice

+¥200［税込¥220］でミニわかめスープ付き

盛岡冷麺
…………… ¥900［税込¥990］

おこげが美味しい熱々の石焼ビビンバ。

宮城県産ひとめぼれを使用。

半ライス…………………………¥200［税込¥220］
普通………………………………¥250［税込¥275］
大盛り……………………………¥300［税込¥330］

298nky Recommendation

ハーフ……………………¥700［税込¥770］
麺大盛り……………+¥200［税込¥220］

参鶏湯（サムゲタン/半身）
……………¥1,500［税込¥1,650］

じっくりコトコト牛スネと丸鶏を8時間以上煮
込んでとったスープ。
すっきりと澄んだ味。
自
家製スープに、本場盛岡から取り寄せた本
格麺を使った特製冷麺。

もち米と朝鮮人参、
ニンニクが入った軍鶏を
ぐつぐつ３時間煮込んだ薬膳スープ。

Drink
Beer

ハートランド【生樽】ピルスナーグラス
………………………………¥580［税込¥638］
ハートランド【生樽】タンブラーグラス
………………………………¥700［税込¥770］
【大瓶】
スーパードライ
………………………………¥800［税込¥880］
アサヒ・ドライゼロ【350ml缶】
低糖質ビール

Soda &Mix
【自家製】

生レモンサワー/生ライムサワー
生グレープフルーツサワー
……………………………各¥800［税込¥880］

食後のコーヒーとデザートはいかが?

コーヒー…………………………¥300［税込¥330］
ミントのグラニテ…………¥300［税込¥330］
ミニサイズの口直しに最適なグラニテ。
お口の中をサッパリとさせてくれます。

自家製ティラミス…………¥550［税込¥605］
自家製セミフレッド………¥500［税込¥550］
オレンジソースのかかった冷たいイタリアンデザート。
生クリームを使用しています。

アフォガード…………………¥500［税込¥550］
自家製アイスに香りのよいエスプレッソをかけたデザート。
少し苦めの大人の味。

グレープフルーツサワー

………………………………¥

ビッドブルガー/ドライブ ドイツ
………………………………¥600［税込¥660］
キリン零一 (ゼロイチ）330ｍｌ
………………………………¥430［税込¥473］

Shochu

□ロック / 水割り / ソーダ割り

ホワイトホース……¥600［税込¥660］
ジムビーム……………¥600［税込¥660］
山崎………………………¥800［税込¥880］
白州………………………¥800［税込¥880］
シーバスリーガル
………………………………¥800［税込¥880］
ラフロイグ……………¥800［税込¥880］
ボウモア12年……¥1,000［税込¥1,100］
梅酒

□ロック / ソーダ割り

佐藤農場の梅酒【青梅】
………………………………¥700［税込¥770］
佐藤農場の梅酒【黒糖】
…………………………… ¥ 800［税込¥880］

WhiteWine,OrangeJuice

緑茶ハイ/ウーロンハイ
ジャスミンハイ

黒ウーロンハイ

……………………………各¥

Beer based ビールベース

650［税込¥715］

シャンディガフ Beer, Gingerale
レッドアイ Beer,TomatoJuice
……………………………各¥800［税込¥880］
ジントニック Gin, Tonic, Lemon
ジンリッキー Gin, Soda,Lemon
オレンジブロッサム

三岳【芋】鹿児島・三岳酒造
………………………………¥

600［税込¥660］

Gin, Orange Juice

晴耕雨読【芋】鹿児島・佐多宗二商店
………………………………¥650［税込¥715］
中々【麦】鹿児島・さつま無双
………………………………¥600［税込¥660］
吉四六【麦】長期熟成
………………………………¥ 650［税込¥715

……………………………各¥

スクリュードライバー

ベリーニ

Sparkling wine, Peach, Grenadine syrup

Sangria サングリア［ 数量限定 ］
果実を漬け込んだ自家製フルーティワイン。

カシスオレンジ Cassis, Orange Juice
カシスグレープフルーツ
Cassis, Grapefuruits

ファジーネーブル
Peach, Orange Juice

レゲエパンチ Peach,Tea
……………………………各¥800［税込¥880］
Alcohol-free ノンアルコールカクテル

シャーリーテンプル
サラトガクーラー

Gingerale,Lime，syrup/辛口

アンファジーネーブル
Peach Juice,Orange

……………………………各¥

700［税込¥770］

Soft Drink

ソフトドリンク

Rum based ラムベース

アイスティー

Sparkling wine based Apéritif

Cream de Cassis ,Sparkling wine

Campari, Tonic, Grapefruits

モスコミュール Vodka, Gingerale
ウォッカトニック Vodka, Tonic
……………………………各¥700［税込¥770］
モヒート Rum, Lime, Mint, Soda
………………………………¥880［税込¥968］

キールロワイヤル

スプモーニ

コーラ/ジンジャエール
キリンレモン/オレンジジュー
ス/グレープフルーツ 烏龍茶
水出し緑茶/ジャスミン茶(冷)

Vodka, Orange Juice

一ノ蔵 無鑑査【本醸造】
グラス………………………¥650［税込¥715］
徳 利………………………¥800［税込¥880］
アペリティフ(食前酒)におすすめ

700［税込¥770］

Vodka based ウォッカベース

日本酒 (冷酒・熱燗)

カンパリオレンジ

Gingerale,syrup

Gin based ジンベース

□ロック / 水割り / ソーダ割り

Sake

800［税込¥880］

550［税込¥605］

焼酎

Liqueul basedリキュールベース
Campari, Orange Juice

キティRed Wine, Gingerale
カリモーチョ Red Wine, Cola
オペレーター White Wine, Gingerale
ワインクーラー

レモンサワー/ライムサワー

Alcohol-free ノンアルコールビール

ウイスキー

カクテル

Wine based ワインベース

……………………………各¥

Whisky

Cocktail

炭酸割り/お茶割り

580［税込¥638］

Umeshu

DESSERT!!!

ドリンクメニュー

生ビール・瓶ビール［日本］

………………………………¥

U & WIN
KINIK
E!
YA

298nky Recommendation

900

…………各¥

ミモザ Sparkling wine, Orange juice
CAVAスパークリングワイン
Sparkling wine,

……………………………各¥

700

……………………………各¥

400［税込¥440］

コーラzero【190ml瓶】
………………………………¥400［税込¥440］
黒烏龍茶
……………………………各¥480［税込¥528］

Coffee

コーヒー

［税込¥770］

自家製サングリア【赤・白】
………………………………¥800［税込¥880］

コーヒー(HOT・ICE )
………………………………¥

300［税込¥330］

※22:00以降は深夜サービス料金10%頂いております。

