
西中洲



唯一無二の熟成肉

日本で龍園だけの熟成法

熟成３種盛 5800

2800熟成ハラミ

2800熟成サガリ

1900熟成赤身

2400熟成上赤身

2900熟成タン

氷点下エイジング®

熟成３種盛

価格は全て税込表記になります



福岡県産 厳選野菜と上質な赤身肉

福岡県産 季節の厳選 蒸野菜 1500
福岡県産 季節の厳選 焼野菜 1500

福岡県産《旬の地野菜》

黒毛和牛 フィレ 2900

黒毛和牛 シャトーブリアン 4900

熊本あかうし フィレ 2700

熊本あかうし シャトーブリアン 4500

熊本あかうし・黒毛和牛 【フィレ】
フィレ：焼肉カットもしくはステーキカットいずれかお選びください。

（計売り 50g～）

（計売り 50g～）

（計売り 50g～）

（計売り 50g～）

価格は全て税込表記になります

※「蒸野菜・焼野菜」は季節によって内容の変化がございます ハーフサイズ 900



龍園 Best Selection

常連様 御用達の逸品

炙り大トロ握り（4貫）

上タン塩（うす切り）

厚切りタン

上カルビ

上ロース

上ミノ（塩 or タレ）

ユッケ（ハム加工）

2200

2700

3200

1800

2500

1200

1400

1400

1100

1200

900

900

1200

400

ヤキレバ（ニラだれ）

白センマイ刺し

RYUENサラダ

チョレギサラダ

キムチ 3 種

龍園 特製冷麺

龍園 モナカ（バニラ・抹茶・ほうじ茶）

１人前 700

１人前 500

価格は全て税込表記になります



やきしゃぶ・やきすき

熊本あかうし 神戸牛

タン

刺身・寿司

龍園 特選やきしゃぶ 2500

追加やきしゃぶ（1枚） 700

追加たまご（和歌山産 和たまご） 200

やきすき トリュフスペシャル 3500
（１人前２枚＆TKG ２人前より）

２種盛り 3800

特選３種盛り 8300

フィレ（計売り50g～） 2700

シャトーブリアン（計売り50g～） 4500

サーロイン 2800

ウチハラミ 1500

神戸牛 ２種盛り 7500

神戸牛 上ロース 3500

神戸牛 上カルビ 3500

神戸牛 炙り握り（４貫） 3500

熟成タン 2900

極上厚切りタン 4900 上塩タン 2700

厚切りタン 3200

タン塩 1700

タン専用ねぎ 400

ユッケ（ハム加工） 1400

白センマイ刺し 1100

和牛 大トロレアステーキと極上ウニ 2800

神戸牛 炙りにぎり 3500

黒毛和牛の炙り大トロにぎり（４貫） 2200

価格は全て税込表記になります

（うす切り）



ユッケジャンスープ 1500

氷点下 熟成丼 1600

テールスープ 1800石焼ビビンバ 1200

究極の玉子スープ 500

白ごはん

黒毛和牛 特選カルビ 2600

黒毛和牛 上カルビ 1800

黒毛和牛 カルビ 1200

黒毛和牛 中落ちカルビ 1500

黒毛和牛 上ロース 2500

黒毛和牛 特選ロース 3300

ヤキレバ（ニラだれ） 1400

上ミノと紀州梅 1400

上ミノ（塩 or タレ） 1200 小倉発祥 特選丸腸（塩 or タレ） 900

テッチャン（塩 or タレ） 1100

白センマイ（塩 or タレ） 1100

カルビ

ホルモン

ロース

上赤身 2400

赤身 1800

赤身

ごはん・麺・スープ

黒毛和牛 辛カルビ 1600（包み野菜付き）

龍園 特製冷麺 1200

１人前 500

１人前 800

１人前 300

価格は全て税込表記になります

（大）400 /（中）300 /（小）250



キムチ３種盛り 900白菜キムチ 500

カクテキ 500

オイキムチ 500 ナムル４種盛り 700

龍園 モナカ 400

りんごシャーベット 400

バニラアイス 400

ほうじ茶アイス 400

抹茶アイス 400

あまおうイチゴミルク かき氷 900

八女抹茶  かき氷 900

おいしいきなこ  かき氷 900

海鮮チヂミ 900

チャンジャ 700

韓国海苔 400

にんにくオイル焼き 500

黒豚ウィンナー 1100

アラカルト

チョレギサラダ 900

包み野菜の盛り合わせ 600

福岡県産 厳選季節の蒸野菜 1500

福岡県産 厳選季節の焼野菜 1500

RYUENサラダ 1200

サラダ

キムチ

デザート

（バニラ・抹茶・ほうじ茶）

１人前 700

１人前 500

価格は全て税込表記になります

「かき氷」優しく削る為、ご提供までに 30分程お時間頂戴致します。
お早めのご注文がおすすめです。

期間限定商品：６月～９月

期間限定商品：６月～９月

期間限定商品：６月～９月

ハーフサイズ 900

※「蒸野菜・焼野菜」は季節によって内容の変化がございます



焼肉の龍園 小倉本店 〒802-0004 福岡県北九州市小倉北区鍛治町 1-8-15 森鴎外旧居前
TEL:093-531-1129

焼肉の龍園 西中洲店 〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲４番３号 ATE 西中洲１F
TEL:092-739-8929

カルビコース（２人前より）

前菜２種盛り／キムチ３種盛り／タン塩・タン専用ネギ／チョレギサラダ／和牛ホホ肉のやきしゃぶ／
上カルビ／セイロ蒸キャベツ／辛カルビ／包み野菜／壺漬けホルモン２種／熟成カルビ重／本日のデザート

5500

上赤身コース（２人前より）

前菜２種盛り／キムチ３種盛り／牛タンやきしゃぶ／チョレギサラダ／
黒毛和牛の大判やきしゃぶ／黒毛和牛 赤身／黒毛和牛 上ロース／黒毛和牛 ハラミ／
福岡県産 厳選季節の焼野菜／上ミノと紀州梅／龍園 特製冷麺／本日のデザート

8800

龍園 フィレづくしコース（２人前より）

前菜３種盛り／熟成タン／黒毛和牛 ハラミ／チョレギサラダ／すきしゃぶトリュフ／
季節のフルーツ／福岡県産 厳選季節の蒸野菜／黒毛和牛 フィレ肉と熊本あか牛 フィレ肉の食べ比べ／
ぶりめし（シャトーブリアンのやきしゃぶ重）／ソルロンタン／本日のデザート

11000

シャトーブリアンコース（２人前より）

前菜３種盛り／キムチ３種盛り／名物ヤキレバ／熟成タン／黒毛和牛 ハラミ／チョレギサラダ／
やきすきトリュフ／季節のフルーツ／黒毛和牛 フィレ肉と熊本あか牛 フィレ肉の食べ比べ／
福岡県産 厳選季節の蒸野菜／ぶりめし（シャトーブリアンのやきしゃぶ重）／ソルロンタン／本日のデザート

13200

神戸牛コース（２人前より）

前菜２種盛り／キムチ３種盛り／極上厚切りタン／黒毛和牛 ハラミ／チョレギサラダ／
サーロインの大判やきすき／福岡県産 厳選季節の蒸野菜／神戸牛 ３種盛り／
ホルモン２種盛り／ソルロンタン／神戸牛の炙りにぎり／本日のデザート

16500

飲み放題 2200 プレミアム飲み放題 2800

コース料理

価格は全て税込表記になります
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