
一頭買いだからできるこの価格！ 様 な々希少部位を心ゆくまでご賞味くださいMENU
〇醍醐に来たらやっぱりお得な盛合せ！
匠5種盛合せ（約2人前） 3,480円（税込3,828円）
本日の特撰、上焼物の盛合せ

匠7種盛合せ（約2人前） 4,480円（税込4,928円）
上焼物３種、特撰４種の盛合せ

ホルモン盛合せ（150g） 1,380円（税込1,518円）
ホルモン欲張り盛合せ

ホルモン盛合せ（200g） 1,680円（税込1,848円）
ホルモン欲張り盛合せ

〇30日熟成生タン
タン塩� 980円（税込1,078円）
歯ごたえある食感と旨味が楽しめます！

タン塩青唐辛子焼き� 1,080円（税込1,188円）
ピリッと辛い青唐辛子で

上タン塩� 1,480円（税込1,628円）
タンの真中部分で濃厚な味が特徴。タン焼き人気 No １

上タン塩ねぎ焼き� 1,580円（税込1,738円）
スパイスの効いたネギが美味

霜降薄切りタン� 1,980円（税込2,178円）
タンの根元部位。白髪ネギを添えて昔からの人気の食べ方で

霜降厚切りタン� 1,980円（税込2,178円）
超希少な根元部位の厚切りです。タンの濃厚な旨味が楽しめます！

タンサキ� 880円����（税込968円）
歯ごたえありますが噛めば噛むほど美味しい！

タンゲタ� 880円����（税込968円）
タンマニア向け濃厚な味が癖になる！

白髪ネギ� 180円����（税込198円）
タンを更に美味しく！

〇ハラミ
上ハラミ� 1,480円（税込1,628円）
肉の旨味と柔らかさのバランスがいい部位

ハラミ� 980円（税込1,078円）
横隔膜の筋肉、腹身（はらみ）

ハラミの
ピリ辛焼き� 1,080円（税込1,188円）
ピリッと辛い青唐辛子で

ハラミの
にんにく焼き� 1,080円（税込1,188円）
にんにく好きにはたまらない！最強な組み合わせ

〇新鮮ホルモン
ホルモン盛合せ（150g）
ホルモン欲張り盛合せ� 1,380円（税込1,518円）
ホルモン盛合せ（200g）
ホルモン欲張り盛合せ 1,680円（税込1,848円）
シマチョウ� 680円����（税込748円）

《大腸》定番のホルモンメニュー。脂の甘味と旨味が特徴です

ハツ� 680円����（税込748円）
《心臓》コリコリした食感が特徴です

マルチョウ� 680円����（税込748円）
脂ののってるプリプリホルモン！

センマイ� 680円����（税込748円）
《3 番目の胃》あっさりと食べれて噛めば噛むほど味が出てくる

レバー� 680円����（税込748円）
《肝臓》鮮度にこだわったホルモン系人気 No1 メニュー！

ミノ� 680円����（税込748円）
《1 番目の胃》コリコリ食感と淡泊な味が特徴です

特選レバー� 1,280円（税込1,408円）
《肝臓》鮮度にこだわったホルモン系人気 No1 メニュー！

特選ミノ� 1,280円（税込1,408円）
《1 番目の胃》コリコリ食感と淡泊な味が特徴です

〇その他おすすめ・海鮮
和牛ハンバーグ� 980円（税込1,078円）
黒毛和牛 100％のハンバーグ。人気メニューなので数量限定…

チーズ入り
フランクフルト� 680円����（税込748円）
焼き上げると中のチーズがトロリ

イカゲソ� 680円����（税込748円）
足と思われがちですが、10 本の「腕」

ホタテ� 880円����（税込968円）
低カロリーで栄養豊富

特大海老塩焼き� 880円����（税込968円）
お正月やお祝いで活躍、たまに食べたくなる

〇焼肉に合う野菜焼き
にんにく焼き� 580円���（税込638円）
元気モリモリ！

マッシュルーム焼き� 480円���（税込528円）
ガッテンで紹介された、カサから出る汁が美味

ピーマン焼き� 480円���（税込528円）
苦味が焼肉にとても合います！

長ねぎ焼き� 480円���（税込528円）
風邪の予防に効果あり

〇名物焼肉
シャトーブリアン� 2,480円（税込2,728円）
高級部位のシャトーブリアン！箸でも切れる柔らかさ！

特選ロースの
焼きしゃぶ� 1,580円（税込1,738円）
とろけるような柔らかロースを柑橘の効いたポン酢で！レア焼きがオススメ

希少部位
まきのすき焼き� 1,680円（税込1,848円）
濃厚な肉味な部位を皆が大好きな食べ方で！

上カルビねぎ塩焼き� 1,480円（税込1,628円）
カルビの脂でネギを香ばしく焼き上げます！

上タン塩ねぎ焼き� 1,580円（税込1,738円）
スパイスの効いたネギが美味

〇絶品カルビ焼肉
特選カルビ� 1,480円（税込1,628円）
上質のバラ肉の真ん中 とにかく脂が美味しい

カイノミ� 1,280円（税込1,408円）
バラ肉の真ん中 柔らかくてとってもジューシー！

上カルビ� 1,280円（税込1,408円）
特撰銘柄黒毛和牛の上焼物がこの価格で

上カルビねぎ塩焼き� 1,480円（税込1,738円）
カルビの脂でネギを香ばしく焼き上げます！

ゲタカルビ
にんにく焼き� 1,280円（税込1,408円）
あばらに近い部位をブロック状でのご提供

〇レギュラー焼肉
カルビ� 680円����（税込748円）
適度な脂が美味しい！みんな大好き

ロース� 680円����（税込748円）
言葉にならない美味しさ！

四元豚のカルビ� 680円����（税込748円）
お腹周りについている濃厚な脂身、栄養たっぷり

大山鶏のモモ� 680円����（税込748円）
西を代表する鳥取の地鶏

ロース塩焼き
白髪ネギ添え� 780円����（税込858円）
A5 の柔らかロースを両面焼き、一緒に食す

韓流壺漬けカルビ� 1,680円（税込1,848円）
ブロック状のバラ肉と色々な野菜を壺漬けに！

@お肉はよく焼いてお召し上がりください

〇人気の赤身焼肉

本日の厳選赤身
3種盛り� 1,480円（税込1,628円）
その日状態のいいものをお出ししています

本日の
特選赤身� 1,480円（税込1,628円）
イチボ、ランプ、内ももなど
その日状態がいいものをお出ししています

シャトーブリアン�2,480円（税込2,728円）
最高級部位のシャトーブリアン！箸でも切れる柔らかさ！

フィレ� 2,280円（税込2,508円）
箸でも切れる柔らかいヘルシーな赤身肉

〇激美味ロース焼肉
大根おろしで食べる
特選ロース� 1,580円（税込1,738円）
優しく焼いて味付けした大根おろしを巻いてお召し上がりください

特選ロースの
焼きしゃぶ� 1,580円（税込1,738円）
とろけるような柔らかロースを柑橘の効いたポン酢で！
レア焼きがオススメ

〇とろける美味さ！
　霜降系希少部位焼肉
サーロイン� 1,480円（税込1,628円）
高級肉の代名詞！お肉に迷ったら是非これで！

ざぶとん� 1,480円（税込1,628円）
バラ肉の真ん中 柔らかくてとってもジューシー！

まき� 1,480円（税込1,628円）
リブロースの芯を覆っている部位、濃厚な肉味が特徴

とも三角� 1,480円（税込1,628円）
美しいサシと見た目よりサッパリとした脂が美味しい



醍醐こだわりの肉料理や焼肉に合わせたお料理も是非お召し上がりください！

MENU
〇肉逸品
炙り和牛ユッケ� 1,480円（税込1,628円）
激美味赤身をユッケカットでご提供。必ず焼いてお召し上がりください

トロトロ豚足� 480円�����（税込528円）
じっくり煮込んで振っただけでも肉が落ちそうな位柔らかいです

センマイ刺� 680円�����（税込748円）
コリコリの食感が美味！タレはポン酢か辛い酢味噌お選びください

〇キムチ・ナムル・つまみ
白菜キムチ� 380円�����（税込418円）
辛さだけでなく、甘味と旨味がたっぷりつまってます

長芋キムチ� 480円�����（税込528円）
自家製の甘辛いヤンニュムに付け込んだ人気のキムチ

オイキムチ� 480円�����（税込528円）
きゅうりのさっぱりキムチです

キムチ盛り� 780円�����（税込858円）
いろいろキムチの盛り合わせ

〇サラダ・生野菜
サンチュ� 480円���（税込528円）
包み野菜の代表ですネ

サニーレタス
とワカメの 韓国サラダ� 880円����（税込968円）
みんなで食べる大盛りサラダ おすすめです

※ドレッシングをお選びください
●塩ドレッシング……特選ゴマ油を使った焼肉屋定番のドレッシング　●チョレギドレッシング……大人向け韓国風ピリ辛ドレッシング

〇チゲ
スンドウブチゲ　� 780円���（税込858円）
純豆腐

豚キムチチゲ� 780円���（税込858円）
キムチと豚肉の旨味が凝縮

〇スープ（+110円でクッパにできます）

玉子スープ� 480円���（税込528円）
子供から大人まで人気のスープです

野菜スープ� 480円���（税込528円）
8 種類の野菜を入れたスープ

大根スープ� 580円���（税込638円）
スープに入れて役者ぶり発揮

〇麺
辛つけ麺� 980円（税込1078円）
色々なＴＶ番組で紹介される名物料理です

鬼辛つけ麺� 980円（税込1078円）
本当に辛いです！でもクセになります

ホルモンチゲ　� 780円�����（税込858円）
国産の牛ホルモンを使用したチゲ

参鶏湯� 1680円（税込1,848円）
韓国の薬膳料理 ( 疲労回復、免疫力 UP)

カルビスープ　� 680円����（税込748円）
ゲタカルビ入りの甘辛いスープです

ユッケジャンスープ� 680円����（税込748円）
ユッケ肉の入った辛いスープです

コムタンスープ� 880円����（税込968円）
テール肉入り 牛のげん骨スープです

冷麺　� 980円（税込1078円）
自家製スープでお出しする本格冷麺

和牛煮込� 580円����（税込638円）
1 日かけて煮込んだ逸品、もちろんお肉は黒毛和牛

和牛辛味煮込　� 680円����（税込748円）
1 日かけて煮込んだ逸品、辛味噌でコク深く仕上げてます

豆もやしのナムル� 380円����（税込418円）
人気の単品ナムル

ナムル盛り� 680円����（税込748円）
こだわりがいっぱい

鶴橋のチャンジャ� 580円����（税込638円）
大阪鶴橋の本物の味

DAIGOサラダ� 880円����（税込968円）
みんなで食べる大盛りサラダ

DAIGOサラダハーフ � 580円����（税込638円）
DAIGO サラダのハーフサイズです

〇飯
白飯　� （大）380円（税込418円）／（中）300円（税込330円）／（小）200円（税込220円）
直送の新潟魚沼産コシヒカリです

ねぎ飯　�（大）480円（税込528円）／（中）400円（税込440円）／（小）300円�（税込330円）
タレ焼きのお肉にピッタリ

焼肉屋のＴＫＧ� 380円����（税込418円）
田中農場の卵かけごはん

焼肉屋の牛丼� 680円����（税込748円）
激美味自家製牛丼！卓上の自家製ヤンニュムを付けて食べるのがオススメ！

焼肉屋のカレー� 680円����（税込748円）
醍醐各店舗で人気のカレー

ビビンバ� 880円����（税込968円）
野菜たっぷり 韓国風五目ごはん

石焼ビビンバ� 980円（税込1078円）
アツアツおこげが美味！自家製コチュジャンを入れるのが美味しい食べ方！

石焼ガーリックライス� 880円����（税込858円）
自家製にんにくタレとバターをたっぷりいれて召し上がってください！

韓国海苔� 180円����（税込198円）
ご飯のお供にはこちら！大人も子供も大好きな味付け海苔！

毎月お得なサービス実施中！毎月29日は肉の日!そして醍醐の日!
詳しくはお近くのスタッフまで！


