
¥７,７００

カジュアルコース

¥１６,３００

セレブコース

牛タンや白金豚、黒毛和牛などのお肉を

カジュアルに楽しめるコースです

– 前菜 –

2種のしゃぶてっさ食べ比べ
国産牛 上ミノ /黒毛和牛 ツラミ

– しゃぶり寿司 –

黒毛和牛 ざぶとんのしゃぶり寿司

– 牛タンのしゃぶしゃぶ –

30日間熟成 KINTAN

– 今月のお野菜 –

旬のお野菜盛り合わせ

– お肉の盛り合わせ –

黒毛和牛 肩ロース
黒毛和牛 肩バラ

岩手県産 白金豚の肩ロース
岩手県産 白金豚のバラ

– お食事 –

担担麺
or

ラーメン

– スイーツ –

本日のジェラート

¥１０,８００

人気の“ざぶとんのしゃぶり寿司”や新名物の“しゃぶてっさ”をはじめ
黒毛和牛A5ランクの希少部位を存分にお楽しみいただけるおすすめのコースです

名物のサーロインユッケや黒毛和牛のフィレ、サーロインなど
希少部位を贅沢にお腹いっぱい楽しめるセレブなコースです

– 前菜 –

3種のしゃぶてっさ食べ比べ
国産牛タン /国産牛 上ミノ /黒毛和牛 ツラミ

– しゃぶり寿司 –

黒毛和牛 ざぶとんのしゃぶり寿司

– 巻しゃぶ –

黒毛和牛 ざぶとんの巻しゃぶ

– 今月のお野菜 –

旬のお野菜盛り合わせ

– すきしゃぶ –

黒毛和牛 サーロインのすきしゃぶ

– お肉の盛り合わせ –

黒毛和牛 ミスジ
黒毛和牛 肩ロース
黒毛和牛 厳選赤身

岩手県産 白金豚のバラ

– お食事 –

KINTAN トリュフぞうすい

– スイーツ –

季節のジェラート

表記価格は税込み、別途サービス料5%を頂戴いたします。商品は仕入れや在庫状況により変わる場合がございます。予めご了承ください

COURSE MENU

リッチコース

– 肉刺し –

日本一のサーロインユッケ

ハーフ＆ハーフ™

– 前菜 –

3種のしゃぶてっさ食べ比べ
国産牛タン /国産牛 上ミノ /黒毛和牛 ツラミ

– 今月のお野菜 –

旬のお野菜盛り合わせ

– 巻しゃぶ –

黒毛和牛 ざぶとんの巻しゃぶ

– 逸品 –

黒毛和牛 厚切りフィレしゃぶ

– すきしゃぶ –

黒毛和牛 サーロインのすきしゃぶ

– 黒毛和牛のしゃぶしゃぶ –

黒毛和牛 ミスジ
黒毛和牛 厳選赤身

– お食事 –

KINTAN トリュフぞうすい

– スイーツ –

季節のジェラート

日本一のサーロイン・ユッケ
ハーフ＆ハーフ™

お替り自由！
旬のお野菜の盛り合わせ

熟成プラチナKINTANと熟成
チーズのしゃぶしゃぶ

きめ細やかなサシが入った和牛サーロインを使用
したユッケ。生食ならではの食感と甘みのある味
わいが絶妙です。塩とタレのハーフ&ハーフで2種
類の味付けをお楽しみいただけます※写真はイメージです。盛り合わせの内容はスタッフまで

お声かけ下さい

しゃぶしゃぶKINTAN名物！
熟成プラチナKINTANで6日間熟成カチョカ
ヴァッロチーズを包みました。
食感と香りのマリアージュをお楽しみください

旬のお野菜を週替わりで20種類ご用意。すべての
お野菜がおかわり自由となっております。

KINTAN
Recommend 

Menu

￥2980 ￥980



¥5,600

KINTAN特製
プデチゲ鍋コース

本場韓国のチゲ鍋をKINTAN流にアレンジ

14種の食材とお肉もたっぷり、ボリュームも栄養もバッチリ！

– 野菜 –

お野菜盛り合わせ

– プデチゲの具材 –

・もやし (100g) ・長ネギ (30g)
・玉ねぎ (30g)0 ・えのき茸 (30g)

・ニラ (15g) 0・人参 (30g)
・キムチ (30g) 0・チーズ (50g)
・木綿豆腐 (80g) 0・サラミ (15g)

・スパム (30g) 0・ソーセージ (30g)

– 逸品 –

KINTAN 水餃子

– 白金豚のしゃぶしゃぶ –

岩手県産 白金豚のバラ
岩手県産 白金豚の肩ロース

– お食事 –

ラーメン(乾麺)

– スイーツ –

季節のジェラート

・もやし (100g) ・長ネギ (30g)
・玉ねぎ (30g)0 ・えのき茸 (30g)
・ニラ (15g) 0・人参 (30g)
・キムチ (30g) 0・チーズ (50g)
・木綿豆腐 (80g)0・サラミ (15g)
・スパム (30g) 0・ソーセージ (30g)

¥6,660

国産牛モツ鍋
食べ放題コース

コラーゲンたっぷり！美肌効果抜群の国産牛コプチャンのもつ鍋です。

和牛だしに生姜を加えた特製スープで、心も体も温まりお肌もプルプルに！

– 出汁 –

あっさり生姜のおだし

– 野菜 –

お野菜盛り合わせ

– 国産牛モツ –

国産牛コプチャン(お替り自由)

– 白金豚のしゃぶしゃぶ –

岩手県産 白金豚のバラ
岩手県産 白金豚の肩ロース

– お食事 –

ラーメン or 担担麺

– スイーツ –

季節のジェラート

牛タンのしゃぶしゃぶ

熟成タンの熟成チーズしゃぶしゃぶ（1枚）

熟成プラチナKINTAN（1枚）

熟成KINTAN (1枚)

牛タン（1枚）

980

880

480

380

黒毛和牛のしゃぶしゃぶ

肩ロース（１枚）

もも（１枚）

とうがらし（１枚）

ミスジ（1枚）

ランプ（1枚）

イチボ（1枚）

ざぶとん（1枚）

ざぶとんの巻きしゃぶ (1個)

大判サーロイン（1枚）

380

380

480

580

680

680

680

880

1980

国産豚のしゃぶしゃぶ

岩手県産 白金豚の肩ロース（1枚）

岩手県産 白金豚のロース（1枚）

岩手県産 白金豚のバラ（2枚）

280

280

280

牛刺し

日本一のサーロイン・ユッケ

ハーフ＆ハーフ™ 2980

お野菜

しゃぶしゃぶのお野菜盛り合わせ 1480

逸品

肉野菜寿司 3貫盛り合わせ

モッツラレラワンタン (1個)

KINTAN 水餃子(1個)

1380

380

200

お食事

ラーメン（おひとり様）

担担麺（おひとり様）

KINTAN トリュフぞうすい(おひとり様)

580

680

1480

スイーツ

ピスタチオジェラート

季節のフルーツ・ジェラート

550

550

※表示価格は税込み価格です。別途サービス料5%を頂戴いたします。商品は仕入れや在庫状況により変わる場合がございます。予めご了承ください


