
レストランメニュー



丼物・ご飯物  Rice Cuisine

カツカレー¥980 　 カレーライス¥700 

かつ丼 ¥950 親子丼 ¥750 

リブール
シェフ
オススメ

税抜き価格になっております。写真はイメージです。【ご飯 大盛り¥100】



丼物・ご飯物  Rice Cuisine

厳選牛焼肉重 ¥980 まぐろの漬け丼 ¥960

リブール
シェフ
オススメ

ナシゴレン
¥900 

桜ユッケビビンバ
¥980

茄子蒲焼き重
¥900 

税抜き価格になっております。写真はイメージです。



鍋 Nabe

税抜き価格になっております。写真はイメージです。

長ネギと豚肉のしゃぶしゃぶ
¥1,380（1人前） 

薬膳もつ鍋
¥1,380（1人前） 

薬膳鍋
¥1,350（1人前） 

雑炊セット

野菜セット

ラーメン

切り餅

おかわりスープ

お豆腐

生卵

国産もつ、小腸を使用！
コラーゲンたっぷりで美容にも
効果があります。

リブールの定番鍋！13種の薬効成分が
溶け込んだスープが健康を促進します。

柔らかいバラ肉を使用！
ネギとの相性が抜群です。

付け合わせはこちらです。

¥300 

¥500 

¥200 

¥100 

¥200 

¥200 

¥50 

リブール
シェフ
オススメ



そば・うどん Soba・Udon

税抜き価格になっております。写真はイメージです。

天せいろそば・うどん ¥1,180

・揚げ茄子おろしそば・うどん ¥900 【麺 大盛り¥100】

せいろそば ¥580

稲庭風せいろうどん
¥580

たぬきそば・うどん¥650 きつねそば・うどん¥650

冷やしたぬきそば・うどん
¥650

冷やきつねそば・うどん
 ¥650

ピリ辛つけそば・うどん
¥850

リブール
シェフ
オススメ



ラーメン Ramen

税抜き価格になっております。写真はイメージです。

さっぱり醤油ラーメン ¥670 豚骨味噌ラーメン ¥830

スタミナタンタン麺 ¥850 NEWサンマー麺 ¥800

五目うま煮麺 ¥890 スーラータン麺 ¥830

【麺 大盛り¥100】



ラーメン Ramen

税抜き価格になっております。写真はイメージです。

野菜たっぷりタンメン ¥850 野菜たっぷり皿うどん ¥900

冷やし豆乳タンタン麺 ¥880 激辛鉄火麺 ¥1,000 

パッタイ ¥920 トムヤムクンラーメン ¥1,000
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税抜き価格になっております。写真はイメージです。

トンカツ定食 ¥980 ハンバーグ定食 ¥980

ご飯セット（ご飯・お味噌汁・香の物）
¥250

今週の
メニューは
店内のボードを
ご確認ください
写真はイメージ

です

今週の
メニューは
店内のボードを
ご確認ください
写真はイメージ

です

今週の肉定食 ¥950 今週の魚定食 ¥950

（3種類からお選びください）
トマトソース・デミグラスソース・おろしポン酢

【ご飯 大盛り¥100】
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豚バラの生姜焼き定食 ¥890 黒酢の酢豚定食 ¥980

カルビジャンクッパ ¥900 チャーハン定食 ¥700 

中華丼定食 ¥800
おにぎり定食（2個） ¥430
（梅・鮭からお選び頂けます）

らーめんもお選び頂けます。 スープが付きます。

税抜き価格になっております。写真はイメージです。

リブール
シェフ
オススメ



おつまみ  Otumami Menu

白菜キムチ¥4500

冷奴 ¥400

揚げたてから揚げ ¥500 馬刺し ¥550

カツ煮 ¥590 ローストビーフ ¥550

税抜き価格になっております。写真はイメージです。

馬刺し 餃子 イカ一夜干し から揚げ

カツ煮 ロースト
ビーフ

サバの味噌煮 水餃子

それぞれ8品の中から3品をセットにして、
お得にご注文いただけます。単品でのご注文も承ります。

プレミアムおつまみ3点セット  ¥1,490



おつまみ  Otumami Menu

白菜キムチ¥4500

冷奴 ¥400

枝豆 ¥330

出汁巻き卵 ¥400

イカ一夜干し ¥610

冷奴 ¥330 タコわさび ¥350

サバの塩焼き ¥580

サバの味噌煮 ¥580

まぐろの刺身 ¥890

税抜き価格になっております。写真はイメージです。



おつまみ  Otumami Menu

白菜キムチ¥4500

冷奴 ¥400

ソーセージ盛り合わせ ¥850

軟骨から揚げ ¥370

白菜キムチ¥300

ポテトフライ ¥330

エビせんべい ¥330

餃子 ¥490

水餃子 ¥4９0

ベトナム風海老春巻き ¥850

税抜き価格になっております。写真はイメージです。



サラダ Salad

豆腐サラダ ¥700

オニオントマト
¥480

チョレギサラダ
¥580

シーザーサラダ
¥620

税抜き価格になっております。写真はイメージです。

ローストビーフサラダ ¥820 

リブール
シェフ
オススメ



トリスハイボール ¥400

ダブル ¥180

氷点下ハイボール ¥510

コーラハイボール ¥430

生レモンサワー ¥520

生グレープフルーツサワー ¥540

ウーロンハイ ¥420

緑茶ハイ ¥420

ホッピー ¥480

赤ワイン（グラス） ¥540

ボトル焼酎 ¥2,230

ボトル麦焼酎 ¥2,900

水割りセット 無料

炭酸（デキャンタ） ¥100

烏龍茶・緑茶（デキャンタ） ¥500

税抜き価格になっております。写真はイメージです。

ドリンクメニュー
Drink Menu

ハイボール・サワー・ワイン

ボトル

ビール

生ビール中 ¥530

生ビール大 ¥750

瓶ビール ¥600

氷点下ビール ¥640

ノンアルコールビール ¥470

日本酒・梅酒

澪フローズン ¥800

凍らせ梅酒 ¥630

冷酒 ¥450

ソフトドリンク

コカ・コーラ ¥300

ジンジャーエール ¥300

メロンソーダ ¥300

烏龍茶 ¥300

緑茶 ¥300

アイスティ ¥300

アイスコーヒー ¥300

リンゴジュース ¥380

ホットコーヒー ¥350

クリームソーダ ¥520

コーラフロート ¥520

コーヒーフロート ¥520

ジンジャー
ハイボール
¥480

シャリシャリ
レモンサワー

¥650

スパークリング清酒
澪150ml
¥750



税抜き価格になっております。写真はイメージです。

デザートメニュー
Dessert Menu

濃厚ソフトクリーム ¥500

いちごかき氷 ¥320

練乳つきかき氷 ¥380

キャラメルハニーパンケーキ ¥620

抹茶白玉ぜんざい ¥430

いちごサンデー
¥550

チョコバナナ
サンデー
¥550

ブルーハワイかき氷
¥320

抹茶かき氷
¥320



税抜き価格になっております。写真はイメージです。

ビュッフェメニュー
Buffet menu

大人 1,471円（税抜）

11：30～14：00まで
（ラストオーダー13：30）

料金（お一人様）90分

利用時間
（小学4年生まで）

ランチ
ビュッフェ

旬 の 食 材 を 生 か し た

子供 741円（税抜）




