
炙り焼き・オーブン焼き 

炙り焼き 

高火力で炙る炭火焼きは、外をカリッと中に旨味を閉じ込めます 

◎ ひねぽん 580 円+税 

 

炙り盛り合わせ（もも・ずり・せせり） 640 円+税 

種鶏炙り焼き 540 円+税 

オーブン焼き 

皮はパリッと、中はジューシーで食べごたえ抜群 

◎ 骨付スパイシーチキン 

おやどり 650 円+税 

 

ひなどり 550 円+税 

 

地鶏のような ごたえがあり、噛めば噛むほど旨味が出てくるひね は絶品！ 

 ごたえがあるおやどりは、 

噛めば噛むほど濃厚な旨みが広がる通好みな骨付鳥 

柔らかくジューシーなひなどりはとても食べやすく、 

お子様や女性の方まで幅広く楽しめる骨付鳥 



つくね 

つくね 

肉汁あふれるジューシーさ 

◎ つくね 5本盛り 820 円+税 

◎ つくね 3本盛り 490 円+税 

◎ つくね 5種盛り 880 円+税 

（タレ・チーズ・テリマヨ・梅しそ・おろしポン酢） 
 

 

つくね（タレ・塩） 170 円+税 

つくねチーズ 180 円+税 

つくねテリマヨ 180 円+税 

つくね梅しそ 180 円+税 

つくねおろしポン酢 180 円+税 

まるごとピーマンつくね 280 円+税 

とろ̃りチーズのばくだんチーピー 290 円+税 

 

 
 
 

  

毎日挽きたて 粗挽きミンチ 
旨味の強い種鶏のもも肉・首皮肉を粗挽きに挽き、粘りが出るまでこねたつくねを 

ジューシーに焼き上げています。タレや塩でシンプルに食べても良し、 

チーズやおろしポン酢でも、是非試して頂きたい人気の一品です。 



定番焼き鳥 

定番 焼き鳥 

この 3 本は外せない!!タレでも塩でも食べてみて 

◎ とりみ（タレ・塩） 160 円+税 

◎ かわ（タレ・塩） 150 円+税 

◎ きも（タレ） 150 円+税 

 

きも（ねぎ塩ごま油） 180 円+税 

きも（わさび醤油） 180 円+税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自慢のとりみ 

毎日さばいた鶏肉を一本一本串にさしています。 

うまく焼きあがるように焼き時間を調節し、 

タレを漬けて仕上げる焼き鳥はとりどーるの自慢。 

30 年毎日続けてきた手作業や継ぎ足されてきた 

伝統ダレでお客様の「旨い」を追い続けています。 

自慢の一串を味わってください 



焼き鳥・豚串 

焼き鳥 

定番から希少部位まで、豊富な焼き鳥をどうぞ 

◎ ねぎみ（タレ・塩） 160 円+税 

せせり（タレ・塩） 160 円+税 

◎ こころ（タレ・塩） 150 円+税 

はらみ（タレ・塩） 150 円+税 

ひっぷ（タレ・塩） 150 円+税 

手羽先（タレ・塩） 150 円+税 

はつもと（タレ・塩） 140 円+税 

ずり（塩） 150 円+税 

◎ やげん軟骨（塩） 160 円+税 

とりみ梅しそ 170 円+税 

豚串 

赤身と脂身のバランスが絶妙 ！！  

豚バラ（塩） 220 円+税 

豚バラ（おろしポン酢） 250 円+税 



ささみ串・野菜、その他串 

ささみ串 

肉厚なお肉をふっくら焼き上げました 

◎ ささみ梅しそ 160 円+税 

ささみわさび醤油 160 円+税 

ささみチーズしそ 160 円+税 

ささみ明太マヨ 160 円+税 

 
 

野菜、その他串 

炭火の力で野菜の旨味を凝縮。甘味が引き出された一串をどうぞ 

◎ 肉厚しいたけ 280 円+税 

ししとう 130 円+税 

白ねぎ 130 円+税 

たまねぎ 130 円+税 

 

アスパラベーコン 140 円+税 

うずらベーコン 140 円+税 

 



早速 

早速 

素早くお出しします。まずはこちらからどうぞ 

とりどーふ玉子 390 円+税 

 

 

 

 

 

 

 

とりどーふ 290 円+税 

やきとりきゃべつ（おかわり自由） 220 円+税 

枝豆 290 円+税 

旨塩きゅうり 290 円+税 

トマトのピクルス 290 円+税 

 

 

旨辛 よだれ鶏 390 円+税 
 

 

              

 

名物とりどーふ 

入口近くの大鍋で煮込んでいるのがとりどーふ。 

豆腐とつくね団子、ゆで玉子を 

とりどーる特製の出汁でコトコト煮込んでいます。 

名物 



サラダ 

サラダ 

とりどオリジナルのカラフルサラダ★ 

◎ とりどのポテトサラダ 

ハーフ（2人前 150g） 340 円+税 

フル（3 4 人前 300g） 540 円+税 

 

 

 

定番 シーザーサラダ 650 円+税 

蒸し鶏とトマトのフレッシュサラダ 840 円+税 

 
 
 
 
 
 

たっぷり生ハム カルパッチョ 690 円+税 

 
 
 
 
 
 
 

 

ほくほくに蒸したじゃがいもを 

たっぷりマヨで和えたポテトサラダに 

半熟に焼いたふわとろ玉子をのせた 

贅沢ポテトサラダです。 



揚げ物・逸品 

揚げ物 

ビールにはやっぱり揚げ物です 

◎ 鶏もも唐揚げ 

中盛（6個） 490 円+税 

特盛（12個） 930 円+税 

 

タルタルたっぷりチキン南蛮 490 円+税 

鶏なんこつから揚げ 390 円+税 

肉じゃがコロッケ（2個） 290 円+税 

鶏皮のパリパリ揚げ 390 円+税 

ずり唐おろしポン酢 390 円+税 

山盛りポテトフライ 390 円+税 

 
 

逸品 

手作り、出来立てにこだわった自慢の逸品をお召し上がりください 

◎ 出汁たっぷりふんわりだし巻き 480 円+税 

 

 

 

 

 

 さのりのだし 冨 480 円+税 

出汁が溶け込んだ玉子をふんわり巻いただし巻きに 

出汁をかけたダブルだし巻き。 



釜めし・ごはんもの 

釜めし・土鍋めし 

炊きたて熱々の釜めしは、まずはそのままでお召し上がりください 

２杯目はわさびをのせ、出汁をかけて食べると新しい味に変わります 

◎ 名物鶏五目釜めし 590 円+税 

たこの釜めし 780 円+税 

 

土鍋鯛めし 840 円+税 

土鍋あさりめし 790 円+税 

 

 

ごはんもの 

とりど自慢の満腹ごはんは外せない 

鶏の旨味たっぷり鶏雑炊 480 円+税 

焼きとり丼（とりみ or ねぎみ） 480 円+税 

月見とり丼（とりみ or ねぎみ） 520 円+税 

親子丼 550 円+税 

焼きおにぎり 290 円+税 

 さのりのだし茶漬け 490 円+税 

ごはん 150 円+税 

ごはんセット  お吸い物付  240 円+税 



〆（しめ）・デザート

〆（しめ） 

焼き鳥屋のこだわりスープをご賞味ください 

とろーり鶏スープ 290 円+税 

とろーり鶏スープの鶏そば 390 円+税

 

 

 

 

デザート 

とりど自慢の別腹デザートを是非！ 

◎ 枡スイーツ カタラーナ(冷製プリン) 390 円+税 

 

 

 

 

枡スイーツ   ティラミス 540 円+税 

 

クレープフォンダンショコラ 540 円+税 

キャラメルカプチーノ 390 円+税 

アイスクリーム（バニラ、抹茶、柚子） 各 190 円+税 


