
うわさの黒鉄 
 

〜特典・クーポン〜 
 

① 誕生日などの記念日特典 

＜内容＞ 事前のご予約で「メッセージ入りデザートプ 

レート」を無料でサービス♪ 

＜条件＞ 単品・コース O K、他クーポンと併用 O K 

 

②  コース飲み放題特典[１] 

＜内容＞ コースご予約の方 

飲み放題を 【30分延長】 

＜条件＞ 毎日 O K、他クーポンと併用 O K 

 

③ コース飲み放題特典[２] 

＜内容＞ お一人様+500円で 

飲み放題を「プレミアム飲み放題」に 

グレード U P!! （魔王、知多、焼酎、ウイスキー等） 

＜条件＞ 単品でも O K、他クーポンと併用 O K 

 

 



④  コースオプション特典[1] 

＜内容＞ コースにお一人様+500円で 

刺身盛りを＋5種の「超豪華盛り」に 

＜条件＞ 他クーポンと併用 O K 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【5月コース】 

●120分飲放付  平日[日〜木]限定コース   

3850円 （[日〜木]3500円）   

 

１. こだわりの本日の前菜 

２. 鮮魚のお刺身４種盛り合わせ ー竜宮ー 

３. 黒鉄の気まぐれサラダ   

４. 旬野菜とマカロニの菜園風グラタン －バケット添えー 

５. 名物!! チキン南蛮 ー明太タルタルソースー   

６. 金星豚肩ロースの炭火焼き ーガーリックソースー 

７. 鰯と根菜の生姜煮込み ー甘露煮風ー 

８. 鶏そぼろと辛子高菜の混ぜ御飯 

９. 本日のお吸い物 

１０. 自家製のデザート 

１１. 食後の季節銘茶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  創作コース   

4400円 （[日〜木]4000円） 

 

１. こだわりの本日の前菜 

２. 鮮魚のお刺身５種盛り合わせ ー竜宮ー 

３. 黒鉄の気まぐれサラダ   

４. 鰆のカルパッチョ ー藁燻製仕立てー 

５. 海老とトマトのビアンカ風 PIZZA 

６. アスパラのポテサラ風揚げ春巻き ーチリソースー 

７. 厳選!! 牛友三角のステーキ ー自家製ソースー 

８. 舌平目と旬菜の香味蒸し ー葱油掛けー 

９. 鶏そぼろと辛子高菜の混ぜ御飯 

１０. 本日のお吸い物 

１１. 自家製のデザート 

１２. 食後の季節銘茶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  人気メニュー集合コース   

4950円 （[日〜木]4500円） 

  

１. こだわりの本日の前菜 

２. 鮮魚のお刺身５種盛り合わせ ―竜宮― 

３. 人気№3!! バリバリごぼうの胡麻サラダ  

４. 朝引き地鶏の炭たたきユッケ 

５. 烏賊下足と旬菜のアヒージョ ーバケット付きー 

６. 人気№1!! チキン南蛮 ー明太タルタルソースー 

７. 人気№2!! 牛タンの炭火焼き ー薬味３種ー 

８. 季節海鮮の朴葉味噌焼き 

９. 炙り真鯛の出汁茶漬け 

１０. 本日の茶碗蒸し 

１１. 自家製のデザート  

１２. 食後の季節銘茶  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  豪華コース   

5500円 （[日〜木]5000円） 

 

１. こだわりの前菜３種 

２. 鮮魚のお刺身６種盛り合わせ ―舟盛― 

３. 黒鉄の豪華気まぐれサラダ 

４. 厳選!! 馬赤身の炭炙り刺し ー薬味２種ー 

５. サザエの壺焼き ー出汁醤油ー 

６. 国産豚ロースのミルフィーユカツ ートマトソースー 

７. 山芋の梅おかか和え ー箸休めー  

８. 黒毛和牛もも肉のステーキ ー玉葱ソースー 

９. 桜鯛と浅利の香草アクアパッツァ 

１０. 鰯蒲焼の出汁茶漬け ーひつまぶし風ー 

１１. 本日の茶碗蒸し 

１２. 自家製のデザート 

１３. 食後の季節銘茶  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  2種の選べる鍋付きコース   

3850円 （[日〜木]3500円）   

 

１. こだわりの本日の前菜 

２. 鮮魚のお刺身４種盛り合わせ ー竜宮ー 

３. 黒鉄の気まぐれサラダ   

４. 旬野菜とマカロニの菜園風グラタン －バケット添えー 

５. 名物!! チキン南蛮 ー明太タルタルソースー    

６. 選べる鍋 2種 

【炙り鶏のコラーゲン鍋 or 黒毛和牛もつ鍋 

(白味噌 or醤油 or柚子しお)】 

７. 〆の雑炊 or 麺 

８. 本日のデザート 

９. 食後の季節銘茶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  2種の選べる鍋付きコース   

4400円 （[日〜木]4000円） 

 

１. こだわりの本日の前菜 

２. 鮮魚のお刺身５種盛り合わせ ー竜宮ー 

３. 黒鉄の気まぐれサラダ   

４. 鰆のカルパッチョ ー藁燻製仕立てー 

５. 海老とトマトのビアンカ風 PIZZA 

６. アスパラのポテサラ風揚げ春巻き ーチリソースー 

７. 選べる鍋 2種 

【炙り鶏のコラーゲン鍋 or 黒毛和牛もつ鍋 

(白味噌 or醤油 or柚子しお)】 

８. 〆の雑炊 or 麺 

９. 本日のデザート 

１０. 食後の季節銘茶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  3種の選べる鍋付きコース   

5500円 （[日〜木]5000円） 

 

１. こだわりの前菜３種 

２. 鮮魚のお刺身６種盛り合わせ ―舟盛― 

３. 黒鉄の豪華気まぐれサラダ 

４. 厳選!! 馬赤身の炭炙り刺し ー薬味２種ー 

５. サザエの壺焼き ー出汁醤油ー 

６. 国産豚ロースのミルフィーユカツ ートマトソースー 

７. 選べる鍋 3種 

【炙り鶏のコラーゲン鍋 or 黒毛和牛もつ鍋 or  

霜降り黒毛和牛すき焼 

(白味噌 or醤油 or柚子しお)】 

８. 〆の雑炊 or 麺 

９. 本日のデザート  

１０. 食後の季節銘茶 

 

 

 

 

 

 



【6月コース】 

●120分飲放付  平日[日〜木]限定コース   

3850円 （[日〜木]3500円）   
 

１. こだわりの本日の前菜 

２. 鮮魚のお刺身４種盛り合わせ ー竜宮ー 

３. 黒鉄の気まぐれサラダ   

４. 韓国風チーズグラタン ーバケット添えー 

５. 名物!! チキン南蛮 ー明太タルタルソースー   

６. 長崎産 豚ロースの炭火焼き ー刻み山葵でー 

７. 赤魚と獅子唐の梅揚げ出汁 

８. 鯵と山椒の炊き込み御飯 

９. 本日のお味噌汁 

１０. 自家製のデザート 

１１. 食後の季節銘茶 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  創作コース   

4400円 （[日〜木]4000円） 
 

１. こだわりの本日の前菜 

２. 鮮魚のお刺身５種盛り合わせ ー竜宮ー 

３. 黒鉄の気まぐれサラダ   

４. 鶏上ささみとキムチの卵黄ユッケ 

５. ソーセージと新じゃが芋のグラタン ーマスタードソースー 

６. 赤魚のカツレツ ー香草タルタル添えー 

７. 厳選!! 牛ハラミ肉のステーキ ー自家製ソースー 

８. ムール貝と季節野菜のラタトゥイユ仕立て 

９. 鯵と山椒の炊き込み御飯 

１０. 本日のお味噌汁 

１１. 自家製のデザート 

１２. 食後の季節銘茶 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  人気メニュー集合コース   

4950円 （[日〜木]4500円） 
  

１. こだわりの本日の前菜 

２. 鮮魚のお刺身５種盛り合わせ ―竜宮― 

３. 人気№3!! バリバリごぼうの胡麻サラダ  

４. 朝引き地鶏の炭たたきユッケ 

５. 烏賊下足と旬菜のアヒージョ ーバケット付きー 

６. 人気№1!! チキン南蛮 ー明太タルタルソースー 

７. 人気№2!! 牛タンの炭火焼き ー薬味３種ー 

８. 季節海鮮の朴葉味噌蒸し 

９. 炙り真鯛の出汁茶漬け 

１０. 本日の茶碗蒸し 

１１. 自家製のデザート  

１２. 食後の季節銘茶  

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  豪華コース   

5500円 （[日〜木]5000円） 

 

１. こだわりの前菜３種 

２. 鮮魚のお刺身６種盛り合わせ ―舟盛― 

３. 黒鉄の豪華気まぐれサラダ 

４. 厳選!! 馬赤身の炙り刺し ー薬味２種ー 

５. 華味鶏と木ノ子のクリーム煮込み ーバケット添えー 

６. 鱧と長茄子の二色揚げ ー生姜天つゆー 

７. 鱚のエスカベッシュ ー箸休めー  

８. 黒毛和牛もも肉のステーキ ー自家製ソースー 

９. 赤魚鯛と季節野菜の幽庵蒸し 

１０. 牛しぐれ煮とゴボウの茶蕎麦 

１１. 本日の茶碗蒸し 

１２. 自家製のデザート 

１３. 食後の季節銘茶  
 

 

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  2種の選べる鍋付きコース   

3850円 （[日〜木]3500円）   

 

１. こだわりの本日の前菜 

２. 鮮魚のお刺身４種盛り合わせ ー竜宮ー 

３. 黒鉄の気まぐれサラダ   

４. 韓国風チーズグラタン ーバケット添えー 

５. 名物!! チキン南蛮 ー明太タルタルソースー   

６. 選べる鍋 2種 

【炙り鶏のコラーゲン鍋 or 黒毛和牛もつ鍋 

(白味噌 or醤油 or柚子しお)】 

７. 〆の雑炊 or 麺 

８. 本日のデザート 

９. 食後の季節銘茶 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  2種の選べる鍋付きコース   

4400円 （[日〜木]4000円） 
 

１. こだわりの本日の前菜 

２. 鮮魚のお刺身５種盛り合わせ ー竜宮ー 

３. 黒鉄の気まぐれサラダ   

４. 鶏上ささみとキムチの卵黄ユッケ 

５. ソーセージと新じゃが芋のグラタン ーマスタードソースー 

６. 赤魚のカツレツ ー香草タルタル添えー 

７. 選べる鍋 2種 

【炙り鶏のコラーゲン鍋 or 黒毛和牛もつ鍋 

(白味噌 or醤油 or柚子しお)】 

８. 〆の雑炊 or 麺 

９. 本日のデザート 

１０. 食後の季節銘茶 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●120分飲放付  3種の選べる鍋付きコース   

5500円 （[日〜木]5000円） 
 

１. こだわりの前菜３種 

２. 鮮魚のお刺身６種盛り合わせ ―舟盛― 

３. 黒鉄の豪華気まぐれサラダ 

４. 厳選!! 馬赤身の炙り刺し ー薬味２種ー 

５. 華味鶏と木ノ子のクリーム煮込み ーバケット添えー 

６. 鱧と長茄子の二色揚げ ー生姜天つゆー 

７. 選べる鍋 3種 

【炙り鶏のコラーゲン鍋 or 黒毛和牛もつ鍋 or  

霜降り黒毛和牛すき焼 

(白味噌 or醤油 or柚子しお)】 

８. 〆の雑炊 or 麺 

９. 本日のデザート  

１０. 食後の季節銘茶 
 

 


