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機微にふれる旬の味覚と

浅草の心尽し

おもてなしの心を大切に

海の幸、大地の恵みに感謝して

この一瞬を味わっていただくために

真心こめて身を尽くす

シーフードレストラン [月見草]

和牛・海の幸・炭火焼会席 [蔵]

釜めし・串焼き [麻鳥]

各店が自信を持って造り上げる旬の料理で

心和む暖かなひとときをお過ごしください。

株式会社 　浅草





　外観 ２階　個室テーブル席（１２名様まで）

　１階　個室テーブル席（１６名様まで） １階　テーブル席（３２名様まで）

　下町浅草らしい情緒あふれるシーフードレストラン

　島国日本ならではの豊富な海の恵みが

　ひとつひとつ丁寧に調理され、美しく皿を彩る

　四季を感じる豊かなひとときを

　大切な方とともに



※こちらからでも麻鳥・蔵の注文を承ります。

サラダもしくは、
魚介のカルパッチョなどに

¥864

¥1,296

　田村牛（Ａ５）
ステーキカレー

¥3,240

月見草オリジナル
ポンドレ

ビーフカレー

出前ご注文受付時間　11：00～19：00

０３－３８４１－８９４９
お支払いは現金でお願いします。

すべて税込み価格になりました。

　田村牛（Ａ５）



二人前より　\5,400

季節の炊き込み御飯 ¥1,300

オリジナルオードヴル盛り合わせ

※事前予約とさせて頂きます。

旬のお魚は、スタッフにお尋ねください。

¥3,500

三陸産　あわびのオリジナルステーキ

150ｇ　\5,400

田村牛（Ａ５）サーロインステーキ

150ｇ　\5,400

200ｇ　\7,000

月見草　特選海の幸のサラダ仕立て

¥3,500

旬のお魚のポワレ　梅肉ソース

※ソースは何種類かご用意ございます。

お支払いは現金でお願いします。

出前ご注文受付時間　11：00～19：00

０３－３８４１－８９４９
事前にご予約いただけますとスムーズにご用意出来ます。

すべて税込み価格になりました。





　２階　掘りごたつのお座敷（４０名様まで）

　外観 １階　

　旬の海の幸、山の幸が釜の中で舞い踊る

　舞い上がった薫りが心をくすぐる

　これぞ最高峰、旨さに出逢えた喜びに

　人も唄って舞い始める

　心躍る至福のひととき



※こちらからでも月見草・蔵の注文を承ります。

　天然真鯛の釜めし 白魚の釜めし うに釜めし
＜3月～6月＞￥2,052 ＜3月～5月＞\2,052 ＜5月～8月＞\2,808

　あなご釜めし さざえ釜めし カキ釜めし 松茸釜めし
＜5月～9月＞￥2,052　＜9月～10月＞\2,808 ＜10月～＞\2,268 ＜10月頃＞\3,888

季節限定の釜めし

出前ご注文受付時間　11：00～19：00

０３－３８４４－８５２７
お支払いは現金でお願いします。

すべて税込み価格になりました。

五目釜めし【松】　\1,６２０ 地鶏炭火焼弁当　\1,４０４五目釜めし【竹】　\1,８３６



「麻鳥」では、新潟県下田村直送１００％コシヒカリを
新鮮な素材と共に土釜、直火で一釜ずつ、心を込めて焚き上げます。

 　　とり釜めし えび釜めし           かに釜めし

　 帆立釜めし さけ釜めし 　 椎茸と三つ葉の釜めし あわび釜めし
<11月～5月>\6,048

やきとり ……　\270 刺身盛り合わせ
つくね ……　\227
ねぎま ……　\270
とり皮 ……　\216
手羽 ……　\270
ハツ ……　\216
ぼんちり ……　\227 ＜３００ｇ　宮内庁御用達＞

なんこつ ……　\173
やげん ……　\227
帆立貝 ……　\378
つぶ貝 ……　\324
さけはらす ……　\346
ししとう ……　\173
ねぎ焼 ……　\227
小玉ねぎ ……　\270

Ａコース( 8串
Ｂコース(14串 麻鳥特製　胡麻だれ
Ｃコース(20串

)       \1,620

¥1,296 ¥2,268 ¥2,268

¥1,836 ¥1,512 ¥1,404

サイドメニュー
￥3,240／\5,400　

炭火焼

青森シャモロック

¥4,860

)       \3,456 月替わりの煮物
)       \5,076 ¥1,296 ¥800





     ２階　掘りごたつのお座敷（２２名様まで） ２階　個室テーブル席（１２名様まで）

　　　外観 １階　テーブル席（３２名様まで）

日本の味にこだわった　[蔵]

四季おりおりの旬の味覚と旨い酒に舌鼓を打ち

時を忘れて会話に身を委ねる

炭火の小さく爆ぜる音が旬宴の賑わいに相槌を奏でる

心和む、暖かなひととき

　　和牛・海の幸・炭火焼



※こちらからでも月見草・麻鳥の注文を承ります。

ヒレ １００ｇ ¥5,940

　田村牛（Ａ５）

炭火焼ステーキ弁当

リブロース １００ｇ ¥3,240

サーロイン １００ｇ ¥3,780

¥2,700

出前ご注文受付時間　11：00～19：00

０３－３８４７－１１２９
お支払いは現金でお願いします。

すべて税込み価格になりました。

　　和牛・海の幸・炭火焼

　田村牛（Ａ５）

特選和風ハンバーグ

数量限定 ¥1,620

　田村牛（Ａ５）

すき焼き弁当



別途追加\2,500で
＜蒸しあわび＞お入れ出来ます。

単品刺身ご用意出来ます。
   まぐろ
   白身（日替わり）
   いか

田村牛のすじ煮込み　 　　但馬産　田村牛(Ａ５)の　　　

お好みで丂味をかけて　 　　上質な和牛を特製味噌で　　　

　　煮込んだ自慢の逸品。　　　

　　御飯のおともに　　　

季節の野菜に　　　

¥1,296

¥1,080

(４～５人前） ¥5,400

¥2,160
¥1,944
¥1,620

田村牛大和煮 　田村牛肉味噌

(２～３人前） ¥3,240

旬の魚の炭火焼弁当 　\2,160　～ ¥2,700
（旬の魚はスタッフにお尋ね下さい。）

刺身盛り合わせ



蔵オリジナル割り下でいただく、すきやきセット
秘伝のポン酢・ごまだれでいただく、しゃぶしゃぶセット
家族団らんや大切なお客様のおもてなしに是非どうぞ。

※お肉のみの追加　　１２０ｇ　\4,320

海の幸７種類（才巻海老、ずわい蟹
　　　カキ、蛤、帆立、金目鯛、真鱈）
鶏モモ、豚肉、がんも、豆腐、野菜

特製おだし付き

具だくさん　蔵自慢の寄せ鍋セット

＜１２月、１月限定＞蔵の寄せ鍋セット

２人前 ¥7,560

３人前 ¥11,340

※こちらはすべて前日までの事前予約とさせて頂きます。

※ご注文日当日中にお召し上がりください。

田村牛（Ａ５）

<すきやきセット>　もしくは　<しゃぶしゃぶセット】

２人前 ¥12,960 ３人前 ¥19,440



出前ご注文受付時間　11：00～19：00

台東区、墨田区出前いたします。

その他の配達地域につきましてはお問い合わせください。

出前お支払いは、現金でお願いします。

ご注文頂いてからお作りしますので
時間に余裕をもってのご注文をお願いします。

天候交通事情により配達が遅れる場合があります。

ご了承下さい。

※他店舗のメニューもご一緒にご注文できます。

すべて税込み価格になりました。

TEL:03-3841-8949　月曜日定休日

祝日振替休日の場合は火曜日とさせて頂きます。

営業時間：AM.11:３０～PM.１０：００

オーダーストップ　PM９：００

〒111-0032　東京都台東区雷門２-１１-８　

TEL:03-3844-8527　年中無休

営業時間（平日・土曜日）：AM.11:００～PM.9：３０

オーダーストップ　PM９：００

営業時間（日曜日・祝日）：AM.11:００～PM.9：００

オーダーストップ　PM８：００

〒111-0032　東京都台東区浅草1-3１-２　

TEL:03-384７-1129　年中無休
営業時間：AM.11:３０～PM.１0：００

オーダーストップ　PM９：００

〒111-0032　東京都台東区浅草1-3０-１０　

〒111-0032　東京都台東区浅草1-30-10　

Te l：03-3847-1140 Fax：03-3847-1319

http：//www.asa-kusa.jp

株式会社　浅草

和牛・海の幸・炭火焼


