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・ごちゃまぜホルモン
〈300g〉3 名様〜5 名様

¥1,980
〈500g〉5 名様以上

¥3,300
〈800g〉500g じゃ足りない方へ

¥5,200
〈1000g〉ホルモンLOVEの方へ

¥6,500
どんなホルモンが入ってくるかはお楽しみです。

・本日のホルモン三種盛合せ ¥1,080
１～２名様で召し上がれるおトクな盛合せです。

・上ミノ 
¥420 

部位：第一胃袋
シコシコ、コリコリ、貝柱の
ような食感を楽しめます。

・ミノサンド
¥420 

部位：第一胃袋の脂が
挟まった部位
ミノに脂の甘さが加わった濃
厚な味わいです。

・ハチノス
¥420 

部位：第二胃袋
柔らかいが歯ごたえのある独
特な食感を楽しめます。

・ヤン 
¥420  

部位：ハチノスとセンマイを
つなぐ希少部位
シコシコ、コリコリ、貝柱の
ような食感を楽しめます。

・センマイ
¥420 

部位：第三胃袋
ザクザク、シコシコした歯ご
たえで鉄分が豊富、さっぱり
した味わいです。

・ギアラ 
¥420 

部位：第四胃袋
噛むたびに甘い脂がしみ出し
てくる、肉厚で弾力があり、
ホルモンらしい食感を味わえ
ます。

・テッチャン 
¥420 

部位：大腸
プリプリでシマがくっきり、ク
ニュクニュとした食感の自慢
のシマチョウ。

・コテコテホルモン
¥420 

部位：小腸
甘みたっぷりの脂を楽しめる
濃厚なコプチャン。

美味しいホルモンは鮮度が命！   良いネタ仕入れて愛情込めて !!

ALL ¥420

おすすめ
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※表示価格は全て税込み価格です。

■ホルモン類は全て小皿サイズ。タパス感覚で色々な種類をお楽しみください！
■お味を塩・タレ・辛口ダレの3種類からお選びください。  ＊牛タンは塩味のみ

・ハツ 
¥420 

部位：心臓
さくっとした食感とクセのない
淡白な味、食感が心地いい。

・カクハツ
¥420 

部位：心臓
ハツの角切り。
違う食感でハツを楽しめます。

・ツラミ 
¥420 

部位：ほっぺた
噛めば噛むほどしみ出してく
る旨味が特徴。 ゼラチン質
が豊富です。

・ウルテ
¥420 

部位：喉の軟骨
じっくり焼いて食べる軟骨、
バリバリと噛み砕くスナック
感覚の食感が病みつきになり
ます。

・コブクロ  
¥420 

部位：子宮
タンパク質豊富、コリコリと
クニュクニュの食感が同時に
楽しめます。

・ナンコツ 
¥420 

部位：喉
独特の歯ごたえをおつまみ感
覚で楽しめます。

・アブシン 
¥420 

部位：心臓の脂身の
付いた部位
さっぱりとジューシーを同時
に味わえます。

・レバー
¥420 

部位：肝臓
ビタミン、 鉄分を多く含み、
ねっとりとした味わいと独特
の甘みを楽しめます。
※よく焼いてお召し上がりく
ださい。

・コリコリ 
¥420 

部位：大動脈
その名の通りコリッコリの歯
ごたえが楽しい名脇役、 見
た目はまるでイカの様。

・カッパ肉
¥420 

部位：脇ばら
お腹の皮と脂身の間からとれ
る希少部位。歯ごたえがあっ
て濃厚な味を楽しめます。

・ミノ 
¥420  

部位：胃袋
豚の胃袋の中でも上質な部
位、サクッとした噛み心地で
旨味がたっぷりあります。

・コメカミ
¥420 

部位：頭
低カロリーでゼラチン質豊富
な部位。

ALL ¥420
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大同苑自慢のオリジナルメニュー数量限定！

名物ネギタン塩 ［ 1 人前 2 個］¥836
［追加 1 個］¥418

・タン塩 ¥1,045

・特選タン塩 ¥3,080
・特選厚切タン塩 ［2 枚］¥3,520
・タンの盛合せ ¥3,080

・上タン塩 ¥1,980

・カルビ ¥1,080
・ロース ¥1,080
・中ロース ¥1,400

・芯々ステーキ（仙台牛） ¥2,310
・ハラミステーキ ¥2,310

・テール
［1 枚］¥750 

部位：しっぽ
ゼラチンが豊富で噛めば噛
むほど旨味が溢れ出します。
じっくり焼いて召し上がれ。

・ハラミ ¥1,650
・上ハラミ ¥2,090

ダイドウエンハラミ ¥2,090
濃厚で上品な赤身肉サガリを厚切りで提供。

ホルYon³カルビ ¥1,080
ブリしゃぶ ¥1,100
薄くスライスしたホルYon³カルビを、卵に絡めて
お召し上がりください。

・仙台牛特選リブサーロイン
¥2,600

牛肉の王様を贅沢に網の上いっぱいに拡げて、
とろける霜降りを味わえます。

ブリしゃぶ（タレ） 特選リブサーロイン
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※表示価格は全て税込み価格です。

・味付けネギ（塩味） ¥385
・ピリ辛ネギ（ピリ辛） ¥385
・サンチュ ¥530
・薬味青唐辛子 ¥220
・スパイシーホルモンの粉 ¥220
・にんにく焼（生卵付き） ¥630
・きのこ焼 ¥600
・野菜焼 ¥600

・キムチ ¥495
・カクテキ ¥495
・オイキムチ ¥495
・山芋キムチ ¥495
・ニラキムチ ¥495
・キムチ盛合せ ¥880
・豆もやしナムル ¥605
・ナムル盛合せ ¥880

・黒センマイ ¥850
・ハチノス ¥850
・ハツ ¥850
・レアステーキ ¥1,450

・白センマイ ¥850

・野菜ピクルス ¥650

・新鮮野菜の
塩ドレッシングサラダ ¥750

・いわて短角牛のサラミと
フルーツトマトのサラダ ¥980

おすすめ
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・ガーリックトースト ¥220

・蒸しタンのネギまみれ ¥660

・ニラチヂミ ¥420

トリッパ風ミックスホルモンの
トマト煮込み ¥650

ホルYon³ 煮込み ¥650

・韓国海苔 ¥330

・豚足 ［フル］￥605

［ ハーフ］￥310

・チャンジャ ¥550

・ホルYon³レバニラ炒め ¥950
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※表示価格は全て税込み価格です。

・ライス ［小］ ¥220
［中］ ¥330
［大］¥440

・ビビンバ（スープ付） ¥880
・石焼ビビンバ（スープ付） ¥1,100
・盛岡冷麺 ¥990

（小さめサイズ） ¥820
ご注文を受けてから手練りで麺を仕上げております。
圧倒的なコシをご堪能ください！

汁なしトマト冷麺 ¥1,080

・ホルYon³ T・K・G ¥850

仙台牛100％のハンバーガー
［フル］￥750
［ミニ］￥530

・ワカメスープ ¥495

・玉子スープ ¥495

・テグタンスープ ¥880

・コムタンスープ ¥1,200

・自家製レモンジェラート ¥385

・自家製バニラアイス ¥385

・大同苑プリン ¥495

T　K　
G

❶まずはにんにく焼きをお肉と一緒に楽しんで
下さい。

❷にんにくを食べ終わったら、
生卵を余ったゴマ油の中に投
入してお好きな加減で火を入
れ、取り出し、ご飯の上への
せましょう。 間違いない美味
しさです。
スタッフが作るのをお手伝いすることもできます！

※フルサイズの写真です
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grandmenu

各コースに飲み放題を付けると通常2,000円の飲み放題を
1,700円でご利用できます。

１２０分 （ラストオーダー：10分前）

※料理のコースは前日までの予約制となります。
※ 2名様以上でのご利用。
※貸切営業もできます。
※同じコース料金でホルモンを違うお肉に変更
できます。

※コース内容についてはご相談ください。

¥2,500

・塩ドレッシングサラダ
・キムチ盛合せ
・トリッパ風

ミックスホルモンのトマト煮込み
・ニラチヂミ
・タン塩
・ホルモン３種盛合せ（塩）

・ホル Yon³カルビ
・ホルモン２種盛合せ（タレ）

・汁なしトマト冷麺
・デザート

¥3,600

・ホル Yon³サラダ
・蒸しタンのネギまみれ
・キムチ盛合せ
・トリッパ風

ミックスホルモンのトマト煮込み
・ホル Yon³ 煮込み
・タン塩
・ホルモン３種盛合せ（塩）

・ホル Yon³カルビ
・ホルモン４種盛合せ（タレ）

・盛岡冷麺

¥5,000

・短角牛のサラミとトマトサラダ
・キムチ盛合せ
・レアステーキ
・蒸しタンのネギまみれ
・ホル Yon³ 煮込み
・大同苑名物ネギタン塩
・和牛肉の盛合せ
・新鮮ホルモンの5 種盛合せ
・盛岡冷麺
・デザート

※表示価格は全て税込み価格です。


