
●豚焼きそば
●焼きそばミックス （豚・いか・えび）
●シーフード焼きそば （ほたて・いか・えび）

630円 （税込680円）
750円 （税込810円）
820円 （税込885円）

定食各種

●照り焼きハンバーグ定食 900円 （税込972円）
●洋風ハンバーグ定食 955円 （税込1,031円）

●からあげ定食

●焼き肉定食 955円 （税込1,031円）

●しょうが焼き定食 900円 （税込972円）

●牛キムチ定食 1,046円 （税込1,129円）

●豚キムチ定食 982円 （税込1,060円）

773円 （税込834円）
773円 （税込834円）
773円 （税込834円）
800円 （税込864円）

　・塩
　・甘酢
　・タルタル
　・甘酢タルタル

お好み焼トッピング

・ 豚 ・ いか
・ えび ・ ベーコン
・ ツナ ・ チーズ 
・ コーン ・ 餅

・ 香り大葉

220円
   （税込237円）

180円
  （税込194円）

120円
 （税込129円）

・ 牛 ・ キムチ
・ ほたて ・ ねぎかけ
・ ウインナー（3本）

550円 （税込594円）
580円 （税込626円）
580円 （税込626円）
580円 （税込626円）

サラダ各種
グリーンサラダ
ツナサラダ
コーンサラダ
エッグサラダ

単品各種
●からあげ

700円（税込756円）●しょうが焼

焼きそば・焼きうどん
【そば】を【うどん】に変更できます

素材一つ一つ、本物にこだわり、一つ上の感動を目指します。

韓国長水産石食器
耐熱性と保温性に優れ、

「遠赤外線効果」で焦げにくく、
最後までアツアツ!

ミネラルも多く身体にもGOOD!

お 米
県内産

「あきたこまち」を使用。
ハイカラ焼きには
抜群の相性です！

伊予市の名店「相原商店」のけずり粉と
けずりたてがモットーの

東京築地市場、秋山商店のけずり節。
両方使うことで風味豊かな美味しさに。

けずり粉とけずり節 ソース
全国のソースを全て試した中から

？本をブレンドした
秘伝のソースを使用。

全国にはすごいソースがありました！

広島風お好み焼は広島の、
関西風は関西の風土・文化のもと、
それぞれの地方の口に合う
お好み焼として作り出されました。
ならば松山の人の口に合うお好み焼もあるはず…
という情熱のもと試行錯誤の末、
ハイカラ焼発売から遅れること2年目、1991年に完成したのが松山焼です。
松山焼は広島風のキャベツともやし具材など重ねて焼いていく部分を
一つの生地の中に入れて焼き上げます。しっかりソース味のついたソバの上に
先ほど焼き上がった生地をのせ、最後に卵を敷いて出来上がりです。

松山焼とは…

お好み焼

定 食

松山焼 ・ 広島風 ・ 関西風

鴨川本店 tel.089-979-3222
松山市鴨川2丁目11番43号   11：00～23：00（O.S.22：30）

TAK
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おかず
大盛り
OK!

おかず
大盛り
OK!

おかず
大盛り
OK!

おかず
大盛り
OK!

おかず
大盛り
OK!

（ミニサラダ付き）

名物

野菜大盛 
+120円
（税込129円）

麺ダブル
+120円
（税込129円）

大盛
（各ソース）

+220円
（税込237円）

おかず大盛
+220円
（税込237円）

ライス大
+90円
（税込97円）

広島風お好み焼 【そば】or【うどん】or【ハイカラ焼（ライス入り）】の
いずれかをお選び下さい

●ミックス （豚・いか・えび）
●シーフードミックス （ほたて・いか・えび）
●デラックス （牛・豚・いか・えび）
●シーフードデラックス （有頭えび3・ほたて・いか・えび）
●洋風 （ベーコン・コーン・チーズ）
●洋風力 （ベーコン・コーン・チーズ・餅）
●シーフード洋風 （ほたて・いか・えび・チーズ）
●洋風デラックス （ベーコン・ウインナー・コーン・チーズ）
●バーグお好み （ハンバーグ・コーン・チーズ）
●豚キムチ

 880円 （税込950円）
 910円 （税込982円）
 1,040円 （税込1,123円）
 1,340円 （税込1,447円）
 880円 （税込950円）
 910円 （税込982円）
 1,000円 （税込1,080円）
 1,000円 （税込1,080円）
 1,000円 （税込1,080円）
 930円 （税込1,004円）

770円（税込831円）
770円（税込831円）
770円（税込831円）
770円（税込831円）
840円（税込907円）
840円（税込907円）

●豚
●えび
●いか
●ツナ
●牛
●力 （豚・餅）

野菜大盛 
+120円
（税込129円）

ダブル
+120円
（税込129円）

関西風お好み焼 関西風ハイカラ焼に変更できます。

●ミックス （豚・いか・えび）
●シーフードミックス （ほたて・いか・えび）
●デラックス （牛・豚・いか・えび）
●シーフードデラックス （有頭えび3・ほたて・いか・えび）
●洋風 （ベーコン・コーン・チーズ）
●洋風力 （ベーコン・コーン・チーズ・餅）
●シーフード洋風 （ほたて・いか・えび・チーズ）
●洋風デラックス （ベーコン・ウインナー・コーン・チーズ）
●北海道焼 （ベーコン・ポテト・コーン・チーズ）
●北海道デラックス （ほたて・ベーコン・ポテト・コーン・チーズ）
●バーグお好み （ハンバーグ・コーン・チーズ）
●豚キムチ

 810円 （税込874円）
 840円 （税込907円）
 960円 （税込1,036円）
 1,260円 （税込1,360円）
 810円 （税込874円）
 830円 （税込896円）
 920円 （税込993円）
 920円 （税込993円）
 850円 （税込918円）
 920円 （税込993円）
 920円 （税込993円）
 850円 （税込918円）

720円（税込777円）
720円（税込777円）
720円（税込777円）
720円（税込777円）
760円（税込820円）
760円（税込820円）

●豚
●えび
●いか
●ツナ
●牛
●力 （豚・餅）

大盛
+220円
（税込237円）

そば
（うどん）入り
+120円
（税込129円）

【そば】or【うどん】のどちらかをお選び下さい

●ミックス （豚・いか・えび）
●シーフードミックス （ほたて・いか・えび）
●デラックス （牛・豚・いか・えび）
●シーフードデラックス （有頭えび3・ほたて・いか・えび）
●洋風 （ベーコン・コーン・チーズ）
●洋風力 （ベーコン・コーン・チーズ・餅）
●シーフード洋風 （ほたて・いか・えび・チーズ）
●洋風デラックス （ベーコン・ウインナー・コーン・チーズ）
●北海道焼 （ベーコン・ポテト・コーン・チーズ）
●北海道デラックス （ほたて・ベーコン・ポテト・コーン・チーズ）
●豚キムチ

 840円 （税込907円）
 870円 （税込939円）
 1,000円 （税込1,080円）
 1,290円 （税込1,393円）
 840円 （税込907円）
 880円 （税込950円）
 950円 （税込1,026円）
 950円 （税込1,026円）
 880円 （税込950円）
 970円 （税込1,047円）
 900円 （税込972円）

750円（税込810円）
750円（税込810円）
750円（税込810円）
750円（税込810円）
790円（税込853円）
790円（税込853円）

●豚
●えび
●いか
●ツナ
●牛
●力 （豚・餅）

松山風お好み焼名
物

大盛
+220円
（税込237円）

関西風ねぎ焼
●ミックス （豚・いか・えび）
●シーフードミックス （ほたて・いか・えび）
●デラックス （牛・豚・いか・えび）
●シーフードデラックス （有頭えび3・ほたて・いか・えび）
●洋風 （ベーコン・コーン・チーズ）
●洋風力 （ベーコン・コーン・チーズ・餅）
●シーフード洋風 （ほたて・いか・えび・チーズ）

 910円 （税込982円）
 940円 （税込1,015円）
 1,060円 （税込1,144円）
 1,360円 （税込1,468円）
 910円 （税込982円）
 930円 （税込1,004円）
 1,020円 （税込1,101円）

810円 （税込874円）
810円 （税込874円）
810円 （税込874円）
810円 （税込874円）
860円（税込928円）
860円（税込928円）

●豚
●えび
●いか
●ツナ
●牛
●力 （豚・餅）

大盛
+220円
（税込237円）

そば
（うどん）入り
+120円
（税込129円）

490円（税込529円）【小】タルタル 590円（税込637円）【中】

490円（税込529円）【小】甘酢 590円（税込637円）【中】

530円（税込572円）【小】甘酢タルタル 【中】630円（税込680円）

490円（税込529円）【小】塩 590円（税込637円）【中】

ご飯物
220円 （税込237円）
170円 （税込183円）
120円 （税込129円）

ライス 大
ライス 並
ライス 小

愛媛県イメージアップキャラクター
みきゃん


