


表示価格は全て税別価格です。（　）内は税込価格です。

カッパ
（お腹の皮と脂身の間の赤いすじ肉）

中落ちカルビ
（骨回りの濃厚な味わい）

カルビ
（すみび自慢）

ロース
（柔らかくヘルシー）

カイノミ
（ヘレの美味しさ、柔らかさを兼ね備えた上品な味わい）

上カルビ
（三角カルビ）

上ロース
（霜降りでやわらかい赤身肉）

特選ゲタカルビ
（骨と骨の間の部位で脂がたっぷりで濃厚）

特選カイノミ
（ヘレに似た肉質で赤身）

特選ランプ
（脂の少ないあっさりとした赤身の人気部位・焼きすぎ注意！）

特選ハネシタ
（霜降貴重な部位 お薦め品）

特選イチボ
（霜降りの甘さと濃厚な旨味のある赤身で希少部位・低カロリー）

特選ミスジ
（美しい霜降りが特徴。肉のコクと旨味が味わえる希少部位）

特選カルビ
（三角バラの最上級部位）

特選ロース
（サーロイン）

特選ヘレ
（極上のやわらかさ）

シャトーブリアン
 
おろしポン酢
刻みわさび

700円（税込770円）

1,100円（税込1,210円）

1,100円（税込1,210円）

1,150円（税込1,265円）

1,300円（税込1,430円）

1,600円（税込1,760円）

1,980円（税込2,178円）

1,650円（税込1,815円）

1,800円（税込1,980円）

1,800円（税込1,980円）

1,800円（税込1,980円）

2,000円（税込2,200円）

2,000円（税込2,200円）

2,500円（税込2,750円）

2,500円（税込2,750円）

3,000円（税込3,300円）

3,500円（税込3,850円）

150円（税込165円）
150円（税込165円）

サイズをお選びください。

750円（税込825円）

750円（税込825円）

800円（税込880円）

850円（税込935円）

1,050円（税込1,155円）

1,300円（税込1,430円）

1,200円（税込1,320円）

1,650円（税込1,815円）

1,650円（税込1,815円）

1,950円（税込2,145円）

レギュラーサイズスモールサイズ

ロース

カルビ

上カルビ

特選ハネシタ

特選ロース

「和王」アラカルト
熊本産黒毛和牛

選び抜かれたお肉はどれも一級品、シンプルに味わうのも良し
ぽんず・わさび・柚子胡椒でもお楽しみください。

贅沢三昧

嵐 山 あらしやま　

厳選されたすみび自慢の特選和牛を少しずつ
堪能できる贅沢な盛り合せ。

当店では、熊本産黒毛和牛「和王」を使用しております。

肉を熟知した店主一押しのメニュー
素材を活かした最高の一品をお楽しみ頂けます。極上一品

（210ｇ） 4,000円 （税込4,400円）
塩タン（塩たれ付） ・ ロース ・ カルビ ・ 上ハラミ

（210ｇ） 3,500円 （税込3,850円）
塩タン（塩たれ付） ・ ロース ・ カルビ ・ カイノミ

鞍 馬 くらま

清 水 きよみず　（210ｇ） 4,500円 （税込4,950円）
塩タン（塩たれ付） ・ 上ロース ・ 上カルビ ・ 特選ハネシタ

自家製ローストビーフ　1,200円 （税込1,320円）
和王

厚切り牛タンステーキ（塩焼き）  1,650円 （税込1,815円）
すみび名物

お薦め品

和牛四種盛り
 
特選赤身四種盛り

特選四種盛り

上ロース ・ 上カルビ ・ 上ハラミ ・ 特選ハネシタ

特選カイノミ ・ 特選ランプ ・ 特選ミスジ ・ 特選イチボ

（200ｇ） 5,000円 （税込5,500円）

（200ｇ） 5,200円 （税込5,720円）

特選ロース ・ 特選カルビ ・ 特選ヘレ ・ 本日の特選お肉

（200ｇ） 6,700円 （税込7,370円）

※写真は3人前です。

※写真は3人前です。

※ホルモン・ハラミは「和王」ではありません。



250円（税込275円）

300円（税込330円）

300円（税込330円）

300円（税込330円）

350円（税込385円）

500円（税込550円）

500円（税込550円）

500円（税込550円）

500円（税込550円）

550円（税込605円）

550円（税込605円）

650円（税込715円）

480円（税込528円）

480円（税込528円）

480円（税込528円）

480円（税込528円）

480円（税込528円）

480円（税込528円）

880円（税込968円）

880円（税込968円）

980円（税込1,078円）

600円（税込660円）

880円（税込968円）

1,500円（税込1,650円）

1,700円（税込1,870円）

2,500円（税込2,750円）

550円（税込605円）

ぱりぱりキャベツ

もやしナムル

ほうれんそうのおひたし

塩昆布胡瓜

枝豆（黒豆）

青森産 にんにくホイル焼き

あっさりすじ煮込み

牛すじ白味噌煮込み

すじポン

京漬物三種盛り

ナムル三種盛り（もやし・大根・日替わり）

焼野菜盛合せ

白菜キムチ

大根キムチ

胡瓜キムチ

青梗菜キムチ

壬生菜キムチ（季節限定）

キャベツキムチ（季節限定）

キムチ三種盛り（大根・胡瓜・白菜）

季節限定キムチ三種盛り（壬生菜・青梗菜・キャベツ）

キムチ五種盛り（大根・胡瓜・白菜・他二品）

ウインナー盛り合わせ

上ミノ湯引き

海鮮盛合せ（イカ・エビ・ホタテ）

黒毛和牛和王炙りユッケ（ロース）

黒毛和牛和王炙りユッケ（特選ヘレ）

各種キムチお持ち帰り（容器代込）

一品料理
お肉との相性ぴったりな一品料理はどれも絶品
お酒の肴としてもおすすめです。

もやしナムル

ほうれんそうのおひたし

焼野菜盛合せ

キムチ盛合せ

海鮮盛合せ（イカ・エビ・ホタテ）

表示価格は全て税別価格です。（　）内は税込価格です。

ホルモン 良質なホルモンはコラーゲンもたっぷり
口の中でひろがる素材の旨味をご堪能ください。

ホルモン鍋（小鍋）      1,200円（税込1,320円）
醤油味 または 味噌味

野 菜•••••

らーめん•••

雑 炊•••••

200円（税込220円）

300円（税込330円）

350円（税込385円）

あかせん•••

しまちょう••

上ミノ ••••

350円（税込385円）

380円（税込418円）

650円（税込715円）

追加食材

ジューシートロしまちょう

上塩タン

サンドミノ

600円（税込660円）

600円（税込660円）

600円（税込660円）

600円（税込660円）

700円（税込770円）

700円（税込770円）

750円（税込825円）

850円（税込935円）

850円（税込935円）

900円（税込990円）

980円（税込1,078円）

1,350円（税込1,485円）

1,550円（税込1,705円）

1,980円（税込2,178円）

1,980円（税込2,178円）

1,000円（税込1,100円）

1,200円（税込1,320円）

1,500円（税込1,650円）

1,200円（税込1,320円）

1,800円（税込1,980円）

2,350円（税込2,585円）

130円（税込143円）

130円（税込143円）

あかせん

ココロ

コリコリ

ハチノス

センマイ

しまちょう

ジューシートロしまちょう

サンドミノ

焼きレバー

つらみ（ほほ肉）

上ミノ

漬込みハラミ

壺漬けハラミ（野菜付）

上ハラミ（貴重な部位 数量限定）

サガリ（塩・タレ）

ホルモン二種盛り（上ミノ・しまちょう）

ホルモン三種盛り（しまちょう・つらみ・あかせん）

ホルモン五種盛り（しまちょう・あかせん・お薦め三種）

塩タン

上塩タン

特選塩タン

自家製ねぎ塩たれ
（ねぎの食感がおすすめ。焼き上がりの塩タンにのせてお召し上がりください）
特選すみび塩たれ
（塩タン・ホルモンにおすすめ）



表示価格は全て税別価格です。（　）内は税込価格です。

サイドメニュー

400円（税込440円）
400円（税込440円）
450円（税込495円）
450円（税込495円）
500円（税込550円）
980円（税込1,078円）

もやしスープ
わかめスープ
野菜スープ
龍の玉子スープ
わか玉スープ
テールスープ（骨付）

スープ

250円（税込275円）
400円（税込440円）
300円（税込330円）
300円（税込330円）
300円（税込330円）
350円（税込385円）
350円（税込385円）
550円（税込605円）
550円（税込605円）
850円（税込935円）

デザート
すみび自家製 杏仁プリン（ミニサイズ）
すみび自家製 杏仁プリン
濃厚バニラアイス
宇治抹茶アイス
柚子シャーベット
抹茶&バニラ
黒蜜きな粉アイス
本わらび餅（丹波黒豆きな粉・黒糖蜜付）
デザートセット（抹茶&バニラ&杏仁プリンミニサイズ）
杏仁プリンお持ち帰り（杏仁プリン2個・容器代込）

野菜サラダ

龍の玉子スープ

すみび自家製杏仁プリン

テール雑炊

450円（税込495円）
450円（税込495円）
500円（税込550円）
550円（税込605円）
550円（税込605円）

大根サラダ
トマトサラダ
包み野菜盛合せ（チシャ菜・大葉・サニーレタス）
サニーサラダ
野菜サラダ

サラダ 毎日、市場より直送された
新鮮な野菜を使用しております

※和風ドレッシング 又は 胡麻ドレッシングをお選び頂けます

（ ）

（小）200円（税込220円）　（中）250円（税込275円）　（大）350円（税込385円）
450円（税込495円）
600円（税込660円）

1,450円（税込1,595円）
550円（税込605円）
800円（税込880円）

1,000円（税込1,100円）

ご飯
龍の玉子かけごはん
龍の玉子雑炊
テール雑炊
お茶漬けセット（京漬物・おいしい塩コンブ・ほうじ茶）
握り（二貫）
上握り（二貫）

ごはん お米はななつぼし、玉子は大分県産「龍の玉子」使用
特別な天然配合飼料で育てられ濃厚でコクのあるたまご（ ）

お食事をさらに充実させるこだわりの一品
とくに、すみび自家製 杏仁プリンの優しい味は絶妙。 すみび おすすめメニュー

逸 品
特選カイノミ直火焼（タタキ風）

特選ランプ炙り焼（網焼）

特選イチボ炙り焼（網焼）

黒毛和牛和王（刻みわさび・だし醤油付）
特選わさびミスジ

特選わさびイチボ

特選わさびカルビ 

黒毛和牛和王焼きしゃぶ（おろしポン酢）
特選ハネシタ

特選ミスジ

特選ロース

黒毛和牛和王焼きすきやき
（龍の玉子に割り下を入れてお召し上がりください）

特選ハネシタ

上ロース

特選ロース

追加 龍の玉子

カルビ食べ比べ四種盛り
カッパ・中落ちカルビ・カルビ・特選カルビ

オーダーカットステーキ（詳細はボードをご参照ください）
サーロイン・特選ヘレ・シャトーブリアン 各100g / 150g / 200g

〆の逸品（各限定６食）
すみびらぁ麺（和牛と牛骨スープをベースに柚子と塩のあっさり風味）

すみび冷麺（牛骨スープをベースにあっさり醤油味）

びびんば（ミニスープ付）
（すみび自家製ナムル・キムチ・粗挽そぼろをお楽しみください）

2,150円（税込2,365円）
2,150円（税込2,365円）
2,350円（税込2,585円）

1,650円（税込1,815円）
1,650円（税込1,815円）
1,800円（税込1,980円）

800円（税込880円）
850円（税込935円）
850円（税込935円）

1,950円（税込2,145円）
2,130円（税込2,343円）
2,650円（税込2,915円）
100円（税込110円）

3,500円（税込3,850円）

1,950円（税込2,145円）
2,150円（税込2,365円）
2,650円（税込2,915円）

表示価格は全て税別価格です。（　）内は税込価格です。

黒毛和牛和王焼きすき焼き黒毛和牛和王焼きすき焼き

オーダーカットステーキオーダーカットステーキ

すみび冷麺すみび冷麺

すみびらぁ麺すみびらぁ麺

びびんばびびんば
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