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串焼き盛り合わせ

ねぎま

円（税別）820

円（税別）360

円（税別）1,6008本 10本

つくね 円（税別）340
砂肝 円（税別）340
ハツ元 円（税別）360
ねぎ串 円（税別）220

追加豚しゃぶ肉（10枚） 円（税別）980
野菜盛り合わせ 円（税別）600
春雨 円（税別）200
ポン酢 円（税別）100
稲庭うどん（乾麺） 円（税別）350

とり皮 円（税別）340
せせり 円（税別）360
手羽先 円（税別）450
ししとう 円（税別）250
シイタケ 円（税別）360

1人前2本単位です。

黒豚のつゆしゃぶセット

KUSHI-YAKI

四季亭 TSUYU-SHABU

素材そのものが持つ最高の旨味
をご提供できるよう、一串、一串
丁寧に焼いております。

鹿児島県産の黒豚を蕎麦つゆで食べるつゆ
しゃぶです。肉の筋繊維が細かく、歯切れの
良い良質なお肉は驚くほどやわらかいです。

円（税別）1,000ハーフサイズ

円（税別）1,700レギュラーサイズ

ロース 3枚、バラ 3枚、野菜、そばつゆ、薬味

ロース 5枚、バラ 5枚、野菜、そばつゆ、薬味

鹿児島県産の黒豚を蕎麦つゆで食べるつゆ



四季折々の旬の魚を厳選して仕入れて
おります。定番のお魚料理から自慢の
逸品まで、ごゆっくりご賞味ください。

ネタは季節によって異なります。
当日のオススメはメニューボードをご覧ください。

銀ダラの照り焼き
円（税別）700

さんま丸干し
円（税別）600

特大ほっけの開き干し

イカの姿焼き
円（税別）750

さばの醤油干し
円（税別）650

うるめいわしの丸干し

円（税別）600
金目鯛の煮付け（小）

円（税別）1,500

極上金目鯛の開き干し
ネタは季節によって異なります。

円（税別）1,800特大 円（税別）900単身

刺身
円（税別）980三点盛り（1～2人前）
円（税別）1,980五点盛り（3～4人前）

円（税別）1,480特大
円（税別）740単身

FISH四季亭



定番のものから趣向を凝らした揚げ物まで、口にした
瞬間にあふれるアツアツで香ばしい歯ごたえをご堪能
ください。

女性に大人気！ヘルシー野菜の天ぷらを。
サクサクな揚げたてのうちにご賞味ください

蓮根の挟み揚げ
からし添え

円（税別）600
特製さつま揚げ

円（税別）550
ごぼうの磯辺揚げ

円（税別）500

龍ケ崎コロッケ（2ケ） 円（税別）350

若鶏の唐揚げ 円（税別）630
カマンベール
チーズフライ（5ケ） 円（税別）450

川えびの唐揚げ 円（税別）500
ピリ辛チキンバー 円（税別）600
タコの唐揚げ 円（税別）550 豚ロースの串カツ（1本） 円（税別）350

ソーセージの盛り合わせ 円（税別）650
ポテトフライ 円（税別）580

やわらかい とり天 円（税別）630
野菜の天ぷら（5品） 円（税別）600

舞茸の天ぷら 円（税別）590

岩下の新生姜かき揚げ 円（税別）630

天ぷら盛り合わせ（3～4人前）
円（税別）2,200

FRIED FOOD四季亭



A LA CARTE

お箸休めに、定番から珍味まで当店自慢の逸品を
ご賞味ください。

そば屋のだし巻き卵は、当店
自慢の一品です。ぜひご賞味
ください。

イカといろどり野菜の
根昆布出汁炒め

円（税別）740

油揚げとベーコンの
和風ピザ（青唐辛子入り）

円（税別）620
ニラ玉キャベツ

円（税別）620

円（税別）680

はんぺんときのこの
バター焼き

具だくさんの
和風ビーフン

円（税別）590

揚げ茄子とイカ天の
煮浸し

円（税別）650

そば屋のだし巻き卵
円（税別）8002人前 円（税別）4501人前

ホルモンの味噌炒め
円（税別）650

豆腐ステーキ玉ねぎソース
円（税別）630

四季亭



四季亭 SIDE DISH

定番の小鉢から、アイデア満載の小鉢まで、
お酒のお供に、お箸休めに是非ご賞味ください。

新鮮な野菜を自慢の創作サラダでお召し上がりください。

フレッシュ野菜と
青唐辛子味噌

円（税別）580

タタキきゅうりと
鶏ささみの梅肉添え

円（税別）580

エイヒレの
一味マヨネーズ

円（税別）600

四季亭風そばサラダ
円（税別）660

ごま油で食べる
豆苗と大根のサラダ

円（税別）700

小海老とアボカドの
サラダ

円（税別）750

もずく酢 円（税別）350

鶏皮のポン酢仕立て 円（税別）420

きゅうりの
明太マヨネーズ 円（税別）380黒豆枝豆 円（税別）380

ゆで落花生 円（税別）420

揚げそば 円（税別）350

お新香の盛り合わせ 円（税別）450

鮪の山かけ 円（税別）450

冷奴 円（税別）350

岩下の新生姜 円（税別）350

四季亭



四季亭 SOBA

当店のお蕎麦は、国産のそば粉を仕入れ、毎朝そば打ちをして
いる自家製麺です。宴の締めに当店自慢のお蕎麦を「つるっ」
といかがですか？当店ではこの「つるっ」とした食感を出す
ために、あえて6:4でそば打ちをしております。

鴨汁せいろ
円（税別）900

四季亭せいろ
円（税別）550

薬味たっぷりぶっかけそば
円（税別）800

黒豚ときのこのつけ汁そば
円（税別）900

そば大盛りは、100 円増しです。

かき玉そば 円（税別）700

岩海苔そば 円（税別）600

とろろせいろ 円（税別）780

辛味大根そば 円（税別）750

かき揚げせいろ 円（税別）840

鴨南蛮そば 円（税別）900

かき揚げそば 円（税別）840

揚げ餅入りたぬきそば 円（税別）700

とろろそば 円（税別）780

海老天そば 円（税別）900
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四季亭



四季亭 DINNER

DESSERT

お酒のあとは、お食事メニューでお腹も気持ちも満腹にしてみませ
んか？当店のお食事メニューもバラエティー豊富に取り揃えており
ます。

食後に冷たいアイスクリームをご用意し
ております。お口直しにいかがですか？

とり塩茶漬け
円（税別）490

焼きおにぎり
（醤油1、青唐辛子みそ1）計2ケ

円（税別）480

おにぎり
（鮭、梅、昆布、青唐辛子みそ）
お好み1ケ

円（税別）180

四季亭卵かけごはん
（青唐辛子醤油漬け付き）

円（税別）420

ごはん 円（税別）180 お味噌汁 円（税別）120

とり天ぷら定食 円（税別）1,100

さばの味噌煮定食 円（税別）900

さんまの丸干し定食 円（税別）900

さばの醤油干し定食 円（税別）1,000

ほっけの醤油干し定食 円（税別）1,100

アイスクリーム（バニラ、抹茶） 円（税別）150

杏仁プリン 円（税別）180

マンゴープリン 円（税別）180

定食

刺身定食
円（税別）1,500

豚生姜焼き定食
円（税別）900

天ぷら定食
円（税別）1,300

ロースカツ定食
円（税別）1,100

四季亭




