
食べ放題

◎大人（中学生～）2,273円（2,500円）

◎子供（小学生） 1,182円（1,300円）

◎保育園児 273円

◎3歳児未満 無料

飲み放題

アルコール 2,364円（2,600円）

ソフトドリンク 455円

（保育園児以下は200円)

食べ放題、飲み放題、セットでご注文頂くと・・・・・

・アルコール飲み放題＋食べ放題 4,637円（5,100円）→4,091円（4,500円）

・ソフトドリンク飲み放題＋食べ放題 2,728円（3,000円）→2,546円（2,800円）

・ソフトドリンク飲み放題＋子供食べ放題 1,637円（1,800円）→1,455円（1,600円）

◎90分でラストオーダーです。

◎ライスはおかわり自由です。

◎食べ残し、飲み残しは、
　 別途料金をいただきますのでご注意下さい。

◎入荷状況により欠品が生じる場合もございます。

40名様までご宴会OK！ 10名様より送迎いたします。お気軽にお申し付け下さい。

牛肉

・カルビ

・中落カルビ

・もも

・ロース

・はらみ

豚肉 その他

・国産豚肩ロース

・とんとろ

・豚バラ

・豚子袋

・ホルモン

・国産なんこつ

・豚ハツ

営業時間

水・木・金・土・日

月

火

・とりもも

・ラム

・シーフードミックス

・キャベツ

・ポテト

・たまねぎ

・もやし

18:00～22:00　

定休日

17:00～22:00　

大好評!!花月の食べ放題メニュー!!

食べ放題メニュー食べ放題メニュー

ストップ！20歳未満飲酒・飲酒運転。妊娠中や授乳期の飲酒はやめましょう。
お酒はなによりも適量です。サントリー酒類（株）

・ソーセージ

・馬カルビ

・ライス

・にんじん

・エリンギ

・ししとう

・レバー

・タン

・丸腸

（500円）

（300円）



・花月プレートセット（4～5人前） 6,700円
牛カルビ 2人前

・花月プレート（牛）

牛ロース 2人前

　 3,800円

牛はらみ 2人前

豚肩ロース 1人前

とんとろ 1人前

生ラム 1人前

シーフード 1人前

キャベたま 2人前

とりもも 1人前

・花月プレート（ミックス）

牛カルビ 1.5人前

牛ロース 1.5人前

牛はらみ 1.5人前

豚肩ロース 1人前

とんとろ 1人前

生ラム 1人前

とりもも 1人前

　 1,700円

お得なオススメプレートお得なオススメプレート

※写真はイメージです。

花月プレートセット(牛)　（写真は二人前です） 花月プレートセット(豚)　（写真は一人前です）

・ポピュラープレート 3,000円

・カルビロースプレート 3,200円

・バラエティープレート 2,000円

ポピュラープレート カルビロースプレート バラエティープレート

価格は税抜きです。



・上カルビ 1,400円

・豚ロースランチ 750円

・ザブトン 1,500円

・カルビランチ 910円

・ミスジ 1,400円

AM11:00～PM2:00

セットメニューセットメニュー

※写真はイメージです。

・ツーカルビセット 1,470円

・カルビハラミセット 1,260円

・ポークチキンセット 990円

ライス・スープ・キムチ・サラダ・ナムル・ドリンク付き

ツーカルビセット カルビハラミセット ポークチキンセット

贅沢な滝肉贅沢な焼肉

上カルビ ザブトン ミスジ

+500円で食べ放題に追加できます。

花月イチオシのお肉

肩ロースの中の最上級部位
焼きすぎ注意

一頭から2.3kgしか取れない希少な部位
柔らかい肉質で、絶妙な霜降りです。

価格は税抜きです。



・国産カルビ 1,000円
人気NO.1のカルビです！国産にこだわって、
当店で解体からカットまで一貫して行っています。

・国産牛ロース 1,170円
国産のロースは味、やわらかさがちがいます。

・国産豚肩ロース 590円
味噌の焼ける香ばしさが豚ロースの
おいしさを一層引き立てます。

・ラム 590円

・国産とりもも 460円
柔らかくてジューシーなのにさっぱりとした味です。

・牛はらみ 870円
くせがなく、やわらかい！
脂身も少ないのでカロリーはひかえめです。

～おいしいお肉～

～おもしろいお肉～

・ホルモン 590円
通がうなるおいしさです。

・牛タン 750円
塩味です。レモン汁でさっぱりとどうぞ！

・牛レバー 470円
牛レバーは甘みがあっておいしい上に
鉄分やミネラルも豊富でしかも低カロリーです。

・なんこつ 490円
カルシウムやコラーゲンがおいしく摂れるので
女性の方にもおすすめです。

・豚子袋 490円
その名の由来は「赤ちゃんの袋」子宮です。
独特の風味があります。

・トントロ 490円
デビュー以来　人気は不動です！！

・豚ハツ 470円

焼肉焼肉

※写真はイメージです。

左から、トントロ、国産とりもも　　（写真は一人前です）

・上ミノ 700円

価格は税抜きです。



・シーフードミックス 720円
（イカ・エビ・ホタテ）

・焼野菜 390円
お肉と一緒に焼いて、食物繊維を補給しよう！

・サニーレタス 210円
おまけの「みそ」はタレにといても良し☆
サニーにのせてお肉を包んでもGood！

・サラダ（大） 310円

・サラダ（小） 190円

海鮮海鮮・野菜

・ビビンバ 610円
ごはんと具をひたすら混ぜてください。
混ぜるほどよりおいしくなります！！

・クッパ 560円
韓国風の雑炊です。 
辛口もできます。

・ライス 210円
大きい！でもこの価格です☆

・半ライス 120円 ・チビクッパ 410円

・チャーハン 510円
中華の代表！定番中の定番です。

・カレーライス 510円
食欲そそるカレーです。

・チビンバ 470円

・石焼きビビンバ 1,010円
花月に来たなら一度は食べてみて！！おこげがパリッ　サクッです。

・石焼き自然のおいしさそのままカレー 720円
これぞカレー革命！？カレーの常識が変わるかも！！

少しだけ食べたい方に

お食事お食事

石焼きシリーズ石焼きシリーズ

※写真はイメージです。

左がサラダ(大)、右がサラダ(小)です。

価格は税抜きです。



・ラーメン 510円
昔ながらのあっさりしょうゆ味です。

・半ラーメン 410円
焼肉の後や、お子様などにいかがですか？

・みそラーメン 700円
野菜たっぷり！お肉も入ってコクのある味わい。

・五目ラーメン 700円
あっさり塩味。にんにくをいれてもGoodです。

おいしいスープ

・わかめスープ 310円

・たまごスープ 310円

・花月ラーメン 720円

・野菜スープ 310円

・みそ汁 100円

1日限定5杯！

※写真はイメージです。
価格は税抜きです。



・枝豆 310円

・馬刺 800円

・ユッケ 800円

・キムチ 390円

・ギョーザ 370円

・アイスクリーム
 （バニラ・練乳・チョコレート・まっちゃ・マンゴー・
　　　ブルーベリーヨーグルト・沖縄黒糖・クッキーズクリーム）

各280円

おつまみおつまみ

デザート

※写真はイメージです。

・豚キムチヂミ 770円

・冷奴  　　　日本風 260円

 　　　韓国風 370円

・ホロホロ煮込み 400円

牛煮込み 馬刺し ユッケ

価格は税抜きです。
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