


すべてのお肉は特選黒毛和牛A5ランクのみ使用しております。



本日はご来店いただき、誠にありがとうございます。

肉屋3代目の雄大です。

私たちは大阪の門真市というところで、祖父の代から精肉店をはじめ

肉に携わり約50年　この平安座島で「肉や食堂 inへんざ」を開業いたしました。

この50年以上精肉に携わってきた経験と知識を活かし

通常のA5ランクではなく、さらにその中から厳選された
「特選宮崎牛A5」と称されるお肉のみをこだわって仕入れております。

「本当にうまいお肉を食べるなら肉や食堂」と言っていただけるような

そんなお店を目指しております。

それでは本日も、特上のお肉をお楽しみください。



とにかく柔らかい!リブロース、ザブトン、サーロインなど
その時その時の霜降りの部位をどうぞ

ロース いちばんいいとこ        ￥2,580-
1.5 倍盛 いちばんいいとこ    ￥3,870-

　　　数種の赤身 　　　￥2,090-

　　　数種の霜降り 　　 ￥2,380-

税込 ¥2,838-

税込 ¥2,299-
あっさりと霜降りの控えめな赤身を使ったお肉の焼肉定食

税込 ¥4,257-

ロース、特上ウデ、ミスジやカルビなど
霜降りの部位を合わせて作りました。

税込 ¥2,618-

定番のあっさり赤身牛カツと濃厚な霜降りのミスジ牛カツのセット

ミスジ牛カツ＆赤身牛カツ

赤身牛カツ （小）

￥2,780-

￥1,520-

税込 ¥3,058-

税込 ¥1,672-

軽いランチに、もっと食べたい！くらいのサイズです。

肉の柔らかさ、濃厚な味わい
共に最高ランクの部位の牛カツ

サーロイン牛カツ
￥3,500- 税込 ¥3,850-

ユッケ風
￥3,480-

新鮮な肉だからこそ!火を通した側面、内側のユッケ
2つの味わいを楽しんでください

税込 ¥3,828-

ランチはご飯が付いてます。おかわり 100 円 大盛り 50円
税込 ¥110- 　　　　　　　　　　 税込 ¥55-



薄切りの赤身のお肉を重ねてカツにしました
サクッとした食感で脂っぽく感じさせないおすすめのカツです

牛ミルフィーユカツをちょっとだけ食べたい方へ！
550 円で他の定食に2切れトッピングできます

牛ミルフィーユカツ
￥2,280- 税込 ¥2,508-

サーロイン、極上ミスジ、特上赤身など
5～6 種類の部位がミックスに混ざったサイコロステーキ

一口一口味わいが違って楽しいステーキ

すごいサイコロステーキ 
￥2,580- 税込 ¥2,838-

切り落としステーキ ￥2,090-
税込 ¥2,299-

各メニューに追加できます！

いろんな赤身の部位の切り落としステーキ

ライスをサーロイン幸せバ
ター醤油ご飯へ変更

　　￥1,490-     税込 ￥1,639-　

ライスを
牛まぶし丼へ変更

　　￥900-　　　     税込 ￥990-　

ライスを
ローストビーフ丼へ変更

　　￥900-      税込 ￥990-　

ライスを
焼肉丼へ変更

　　￥700-      税込 ￥770-　

　　　  肉やのユッケ
　　￥2,500-     税込 ￥2,750-　

へんざの肉寿司 １貫
　　￥1,500-     税込 ￥1,650-　

牛ミルフィーユ２切れ
　　￥500-      税込 ￥550-　

こだわりサラダ
　　￥1,500-     税込 ￥1,650-　

※単品でのご注文はできません。

ご飯 ￥250-　汁物 ￥150-　ご飯汁物セット ￥350-　
　　　税込￥275-　　　　税込￥165-　　　　　　　　　　　税込￥385-　

1番人気の一品

￥2,200-



あっさりとした赤身のお肉にほんの少しサッと火を通し
薄くご飯の上に並べました
初めは醤油とわさびで食べ、

途中からお出汁をかけてお茶漬けに
※豪華と並はお肉の量、使う肉の質が変わります。

￥3,090-
税込 ¥3,399

牛まぶし 豪華

肉の王様と称されるサーロインを
まさかの自家製バター醤油ダレで焼き上げました
香り、見た目、味で3回幸せを感じて下さい

※写真は並です。

禁断のサーロイン幸せバター醤油ご飯

並￥3,090-　豪華￥4,480-
税込 ¥3,399-                　税込 ¥4,928-

￥2,200- 税込 ¥2,420-

牛まぶし 並

※平日ランチ限定



新メニューの情報やお店からのお知らせ

Facebook と Instagram で更新中♪

オンラインストア 肉や食堂 in おうち

ご自宅でもお肉をお楽しみ頂けます！

店頭受け渡しもございます。

Facebook Instagram

こちらのメニューはネットからでもご確認頂けます。
ランチ ディナー

カレー
￥1,900- 税込 ¥2,090-

--- カレー専用トッピング ---

牛ミルフィーユカツ（小）
赤身牛カツ（小）
焼肉（小）　

￥1,000-
￥1,500-
￥1,500-

こちらのメニューは平安座島にお住まいの方のみ
ご注文ができます。税込価格です。

宮崎牛の旨味をしっかりと溶け込ませた、肉屋の作るシンプルなカレー
最高なトッピングもご用意しておりますので、あなただけのカレーをぜひ

中辛です。

カレーをちょっとだけ食べたい方へ！
550 円で他の定食に追加できます

牛ミルフィーユカツ2切れ
赤身牛カツ
サーロイン牛カツ

￥500-
￥1,240-
￥2,660-

牛まぶし肉
赤身ステーキ
サーロインステーキ

￥700-
￥1,480-
￥2,660-

￥550-

￥1,364-

￥2,926-

￥770-

￥1,628-

￥2,926-



ノンアルコール
￥350- ( 税込￥385-)

コーラ
トニックウォーター
さんぴん茶
アセロラジュース
炭酸水
アイスコーヒー
アイスティー

￥600- ( 税込￥660-)

黒烏龍茶
ジンジャービア
プレミアムトニックウォーター
ノンアルコールオリオンフリー
レモンサワー
クランベリージュース
アップルタイザー
グレープタイザー
100％　グァバ
100%　マンゴー
100%　オレンジ
100%　ブラッドオレンジ
サンペレグリノ（レモン、ザクロ＆オレンジ、ブラッドオレンジ）
フレーバーソーダ　（カシス、ハイビスカス、ベリー、ライム）

￥800- ( 税込￥880-)

ノンアルコールワイン　赤
ノンアルコールワイン　白

ハイボール
レモン酎ハイ
泡盛 菊の露VIP
泡盛 残波白
Orion
Corona Extra
Heineken
Budweiser
7年 新里ハイボール
クラフトジン
プレミアムラム
クラフトビール

￥500- ( 税込￥550-)

￥500- ( 税込￥550-)

￥600- ( 税込￥660-)

￥600- ( 税込￥660-)

￥600- ( 税込￥660-)

￥600- ( 税込￥660-)

￥600- ( 税込￥660-)

￥600- ( 税込￥660-)

￥1,000- ( 税込￥1,100-)

￥1,000- から

￥1,000- から

￥1,000- から
ワインのボトル売りやってます。詳しくはスタッフまで

アルコール

お肉に合うお好みのドリンクをどうぞ

クランベリージュース

サンペレグリノ

100%アップルタイザー
100%グレープタイザー

ノンアルコールワイン 白
ノンアルコールワイン 赤

Corona Extra
Heineken
Budweiser

7年新里 ハイボール

クラフトジン

プレミアムラム

ビ
ー
ル

随
時
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