
炒め、煮込み
味 苦さ・甘さ 旨み等 粘り ソースの量その他 切り方 炒め方

1 2 竹富 京都丸太町2003年8月 やや煮込み 甘さを感じる野菜 やや少ない小麦粉と筋の味櫛 福神漬け 普通で印象にない 上品だが味がない
2 2 香味屋（帝劇店） 帝劇店 2003年12月 やや煮込み やや甘め 普通、品がよいややあり 多い 多い らっきょ（きゅうりピクルス）、福神漬け上品 新種：トマト味炒め系
3 2 みやす 三宮 2004年1月20日 やや煮込み 甘さを感じる強い、まとまりがよい とろとろ らっきょ、福神漬け 手抜き、ランチのみ
4 2 グリル小宝 京都岡崎 2004年2月15日 やや煮込み うすら甘い 旨みを感じない 少なく薄い 玉ねぎ多い 櫛 とろとろ 福神漬け 馴染みの人向け、古風の典型
5 2 ピカソ 新地 2004年6月2日 煮込み 薄い 普通 少ない 四角 少ない、四角きゅうり 浅草色街洋食、匂いは美味しそうだったのだが
6 2 はふう 麸屋町 2004年12月9日 煮込み 薄いトマトより中間 普通だが洗練やや薄い 多い 玉ねぎ少ない 櫛 多い、やや厚切り小さいらっきょと上品な福神漬けサラダ付き 活気あるｶｳﾝﾀｰ、喜びがある。ばたばたしているのが難点か。肉は美味しい1050円 回顧系、はふうは偉いと感じる
7 2 ばらの木 心斎橋 2005年1月6日 炒め トマト、苦味、野菜、肉がバランス苦さあり あり 普通 普通 パセリがけ獅子唐半月 絶妙 脂なし、ランプかハラミなし 付け合せのコールスローが甘く薬味となる、普通のサラダとしては疑問大阪の誇り、歴史 1000円
8 2 ルクレール 烏丸二条 2005年1月14日 ハンバーグ 味がしない 少ない 脂少なく硬い サラダが大根、うどんは普通で麺に腰が無い800円 閉店間際、TV,乱雑な室内、暗い
9 2 スケロク 千本 2005年3月27日 炒め トマト 薄い あり 少ない ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ、ﾏｯｼｭﾙｰﾑ半月 少ない 福神漬け（紅生姜の味）トマト味のｿｰｽでﾚﾄﾛ 950円 東京下町洋食の誇り

10 2 たいめいけん　２階 日本橋 2005年6月10日、2015年10月16日やや煮込み ドミグラス 苦い こくあり 苦味と旨さの両立半月 加減良し 多い らっきょ、福神漬け、紅しょうが感動 旨い。気品があり後を引く、2015年：苦味と野菜のとろみ、フィレ肉大量、繊切櫛玉葱に変更2500円 2400円の2階にするべきだった
11 2 金平 丸太町 2005年6月16日 煮込み 重い 味がしない、色は黒い旨みを感じない強い、ゼラチン系多い、ご飯が少ないｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ 半月の大振りくたくた煮込みでくたくた普通で煮込み、厚く美味しくないなし おじいさんと孫がシェフ、息子は茫洋と立っているだけ、おばさんは給仕係。全体に暗くお互いを牽制しあっているようで落ち着かない。カウンターだが居心地悪い、照明も暗い。美味い物を作る輝きが無い。1050円
12 2 煉瓦亭 銀座 2005年11月25日 炒め 普通 普通 普通 普通 多い 特徴的な苦さと玉ねぎの軽い炒めが普通に変わった半月 普通 普通で煮込み、厚く美味しくないらっきょ、福神漬け 久々、普通でびっくり、中庸、ソースも苦味がなく玉ねぎも良く炒めてあった。普通になってなんか悲しい。荒ぶるハヤシはどこに行った1400円
13 2 キッチンゴン 下立売 2005年11月27日 やや煮込み（２～３食分くらい）玉ねぎ一つ半トマトベース甘さと胡椒普通 ややあり 少ない 半月 軽くソテー後煮込み大きい、量は普通福神漬け 過去の店、愛想は改善
14 2 ﾌﾟﾁﾚｽﾄﾗﾝないとう 夷川 2005年12月9日 ハンバーグ ドミグラス 薄い ふつう 普通 きめの細かい粒がある 荒く糸状 感動はなかった 高い、家族経営
15 2 はふう 麸屋町 2005年12月9日 カレー 旨い あり 多い（ご飯が少ない） なし 小さいらっきょと上品な福神漬け上品、洗練 1050円 新種：玉ねぎ焦がし系
16 2 BONTON 麸屋町 2005年12月25日 煮込み シチュー系やや甘め あり ややあり 多い ニンジン 櫛、小さい バラで薄い小さいらっきょと上品な福神漬け懐かしい味、盛りもよい、ソースがぬるかったのは残念700円、大盛750円はお値打ち
17 2 Grill Demi 夷川室町 2005年12月30日 炒め ややトマト なし うすい なし 普通 半月 普通 バラで薄い、脂っぽいなし（あるのかもしれない）ハーフ注文 肉が脂っぽくコクと洗練が無い、店内が雑然950円、ランチにつけてハーフサイズが400円新種：玉ねぎその都度煮込み系
18 2 重亭 難波 2006年1月19日 炒め トマト、醤油、生姜、味醂かすかに甘いあまりない あるがくずとじの様少ない 半月、薄い軽い、時々生少ない なし 和風 混ぜるとﾁｷﾝﾗｲｽの味、ｿｰｽや胡椒はあわない800円大盛（ｼﾞｬﾝﾎﾞ）は850円
19 2 ますゐ 広島 2006年1月26日 煮込み 独特の古典派塩っぱい 無い あり、小麦粉か多い クノールスープのしょっぱさと粘りに通じる櫛、多い 少ない あらかじめ福神漬け美味しくは無い 昔の洋食、塩っぱい、コクない、粘り強い、玉ねぎかけ粘りスープご飯、ビフカツのソースにトマト味を足している530円、ビフカツは440円
20 2 ガスビル食堂 淀屋橋 2006年2月 やや煮込み 苦味 強い ややあり 多い 伝統系ﾏｯｼｭﾙｰﾑ入り半月 多く、煮込んであり柔らかく味も良いらっきょ、福神漬け、セロリ酢漬け伝統とこく、玉ねぎ半月で煮込み 1400円 上品で美味しい、シチューのポテトの上のフライドガーリックが秀逸
21 2 レストラン菊水 祇園下 2006年2月5日 ｿｰｽ煮込み、肉炒めトマト なし なし、薄い 無い 多い ご飯が少ない、普通の六分目、ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ櫛、少ない煮込みでくたくたフィレの炒め、半口大が10ヶ位小さいらっきょと上品な福神漬け肉はともかくソースは薄く量が少なく高い1200円 閉店らしい
22 2 丸太町東洋亭 丸太町河原町2006年2月11日 玉ねぎそのつど煮込みトマトと苦味、甘みのバランス苦味と甘みあり嫌味の無い旨味がでしゃばらない薄い 多い ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽとﾏｯｼｭﾙｰﾑ櫛 さっと煮込む煮込んであり小片らっきょ、福神漬け、ﾊﾟｾﾘ一片など少なめｿｰｽ美味しい 重厚で暗い店内、ｻｰﾋﾞｽは良い、落ち着いた客層1,680円 歴史あるお店で内装が良い
23 2 ライオン 広島 2006年2月22日 炒め 味が薄い しない 少ない あり 多い 半月 焦げ目 少なく小さく硬い福神漬け（安物）取り放題大盛を注文、薄い味噌汁（旨くなく具も無い）付き味が薄い、良く言うと優しい味、こげ味が意外700円、大盛750円 何故かオーディオに凝っている、The Sound of Musicも好きな様、店主のタバコが
24 2 シャポールージュ 東京吉祥寺2006年5月25日 煮込み 重い やや苦め あまりない ややあり 少ない 大盛でも少ない不明 煮込みすぎ少ない なし 女性が多い 少ない、ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞのｿｰｽだけという感じ1260円？
25 2 にっぽんの洋食 赤坂 津つ井 総本店 東京　赤坂 2006年7月28日 煮込み 濃い 素晴らしいソース、子供と一緒に
26 2 レストラン 大宮 浅草 2006年9月10日 肉だけ炒めか 薄い なし クリーム やや粘り 普通 ソースのコク、味がしない半月 軽いか煮ている脂身の多い薄切りなし 量が少ない、グリーンピース入り評判倒れ、肉の脂がしつこくソースはクリームくさい1900円 感動
27 2 グリル彌兵衛 上七軒 2006年9月16日 京都府京都市上京区今出川通七本松西入ル真盛町706 評判倒れ、接客がなっていない 有名なそうだが訝る
28 2 スナックモルチェ 京橋 2006年9月22日 煮込み 薄い なし、色は黒い薄い さらさら 普通 ご飯が丸い型抜き櫛、小さい 煮込んでくたくたシチュー肉を薄切りニンジンとインゲンのグラッセ古典的 シチューご飯 地下街
29 2 小ぶね 銀座 2006年11月9日 煮込み 薄い、化学調味料やや甘い 懐かしい旨みさらさら 多い 昔風 半月 とろとろ 多いが旨くない玉ねぎ、蕪・にんじん・きゅうりの酢漬けと梅干小さなｷｬﾍﾞﾂｻﾗﾀﾞ付き、ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ貼った椅子800円
30 2 佐久良 浅草 2006年11月12日 炒め トマト 甘め 普通 やや粘り 多い 昔風 半月、薄い細い軽い（細いので）フィレ、美味いなし 家族経営 割高、1400円のﾊﾝﾊﾞｰｸﾞが得かな 1,600円 あまりに大盛、うどんは止めよう
31 2 グリル グランド 浅草 2006年11月14日 炒め 薄い やや苦い あまりない 薄い（野菜のみか）普通 さらさら系 半月 浅いが煮込んであるフィレ、細切り、繊維と縦方向漬物（蕪、きゅうり、にんじん）サラダとコーヒー付きしゃばしゃばで旨味が無い、高い 2310円
32 2 七條 一ツ橋 2007年3月31日 煮込み やや重い やや甘め 旨味は自然あり、ゼラチン少ない ない テール ご飯の端に福神漬けエビフライの人気店フォンド・ボーの応用か、金平を思い出したﾊｰﾌで950円、1900円
33 2 厳選洋食さくらい 東京　上野 2008年1月27日 煮込み トマトが隠し味やや苦味 旨味強い あり 多い ご飯が美味しい櫛、少ない煮込み、シメジ入り人差し指大がちらほららっきょ・福神漬け美味い ニンニクの香りがあり、ビーフシチューとともにハーフ850円（ハーフ） 新種：ｼﾁｭｰ系
34 2 御茶ノ水　小川軒 東京御茶ノ水2008年2月16日 炒め 初め薄いがだんだん濃く感じるやや苦い 上品な旨味粘り 多い かすかにトマト、ポットが熱い、ﾏｯｼｭﾙｰﾑ半月を四角にオーブンか黒い柔らかく、ヒレで小口、量は少ない福神漬け 上品、予約で一杯ｻﾗﾀﾞ、ｺｰﾋｰ、ﾌﾟﾁ･ｱﾐｭｰｽﾞつき、旨い、上品、ｷｯﾁﾝに4人、ﾌﾛｱに2人、22席、土曜の昼は予約で満席1890円 旧　バンビ
35 2 洋食 黒船亭 上野 2008年2月17日 煮込み ややトマト なし 薄い さらさら 多い 薄い感じ、ﾏｯｼｭﾙｰﾑ・ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ櫛 とろとろ 大きいが、硬いらっきょ・福神漬け・白菜開店すぐに混雑しているありきたりで肉が多いが硬い 1,470円 判断に困るが、揚げ切りの悪いトンカツと甘いハヤシソース
36 2 RAMBLE 西葛西 2008年2月23日 煮込み 軽い なし クリームか乳臭い薄い 普通 ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽとｸﾘｰﾑか櫛 煮込みが普通（歯ざわりもないが経たっていない）玉ねぎの和え物バーのカレー ﾁｷﾝｶﾚｰと盛り合わせ、ｶﾚｰはﾀｲ風 850円 古典的、メディアへの露出広告多し
37 2 Dozen　Roses 京橋 2008年3月1日 炒め 薄い やや苦め あまりしないあり 普通 トマト蜂蜜ペースト添え半月 軽く 炙ってあるヒレや端肉を細い幅で切る。グリルグランドに似るらっきょ・福神漬け・トマトペースト味が薄い、バターライス（大盛でも少ない）感動が少ない、サラダ、クリームブリュレ、コーヒーつき、2,045円 昔の味か
38 2 新川津々井　 新川 2008年3月8日 炒め 濃い 苦いが甘い弱い 普通 大変多い トマト風味が感じられる。ﾏｯｼｭﾙｰﾑ半月 炒めたあと煮込みハラミの厚切りがたくさん、匂いが気にかかる福神漬け、紅しょうが美味しそうなのだが、味が荒れている。クラムチャウダーとサラダ（ポテトサラダは秀逸）大盛だがもてあます。付け合せのポテトサラダとクラムチャウダーは秀逸2,420円 新種玉葱無し
39 2 香味屋（本店） 根岸本店 2008年3月11日 炒め・煮込み 濃い やや苦め 普通、品がよいややあり 多い 昔の味もする 半月 煮込みかも多い らっきょ、福神漬け、きゅうりピクルスご飯も秀逸、硬さ、粒立ち、味上品と歴史と気安さの融合。安いと感じる。四人会で送別頂いた（３３千円くらい、ワイン2本、パンとバターが秀逸）2,310円 古臭い感じ
40 2 資生堂パーラー 銀座 2008年3月15日 炒め・煮込み 濃い やや甘い 強い あり 多い ご飯は自由に 半月 とろとろ煮込みかヒレ厚切り大きいサラダ（美味しい）、オニオンしょうゆ漬け（名物）、らっきょ、福神漬け、かんづめみかんなどご飯も秀逸、硬さ、粒立ち、味ソースが圧倒的に上品で美味しい 3,465円 古い、大盛、安い、行ってはいけない
41 2 ポーム・ド・テール 錦室町 2008年4月13日 煮込み 薄い、トマトベース甘め あまりない ない 少ない ぬるい 乱切り、芯まで入っている煮込み 少ない なし キャベツサラダ付き懐かしい味だが、料理として荒い 750円 熱いルー
42 2 吉長亭 西洞院松原2008年4月19日 煮込み 薄い、トマトベース甘め あまりない ない 多い 玉ねぎが多い 半月 煮込み 少ない 皿の上に福神漬けなし レトロ、甘い 600円 ビフテキも薄い
43 2 ぼんじゅーる 六角 2008年4月26日 ハンバーグとシチュー、カレーのライス塩っぱいｿｰｽⅡがみなし旨味なし なし 少ない シチューは硬くフライドポテトが大半、ハンバーグは臭い（？）が感じられるカレーはスパイスが口に残るがコクがないルーコクがなく塩っぱい味、脂はない、うまみもない、和風というがかつを出汁か1000円 珈琲は甘く、熱く、濃く、苦い、酸っぱいが素晴らしい
44 2 末廣軒 難波 2008年8月11日 炒め トマト 甘い 旨味あり ややあり 普通 昔の味 櫛・薄切り・大量(炒める前に切る）炒めをさっと少ない らっきょ・福神漬け卵の黄身が載る歴史と上品さと懐かしさ、甘いが美味く大量の薄切り玉ねぎ750円
45 2 大和グリル 伏見 2008年10月13日 炒め レトロ、トマト苦味 薄い コーンスターチ少ない 付けあわせがない薄く櫛形で絡み合っている長い炒めの後、煮込みかなよくわからんなし ビフカツ950円も注文、悲しい6ミリの味の無い肉。ABCを懐かしむ。デミグラス＋トマト＋コーンスターチの技、レトロ。お味が古風「お手軽洋食」750円
46 2 とんかつ一番 七条大宮 2008年11月1日 煮込み 甘い 甘い わからない強い トンカツライス 分からない なし（とんかつ）香の物、豚汁 トンカツライス 550円
47 2 ぱ＊らんて 七条西大路2009年5月2日 煮込み 濃い、シチュー甘い 強い 普通 非常に多いうどん、サラダ付き半月、ジャガイモ、ニンジンもくたくた 多い、薄切り福神漬け 平目フライは200円シチュー、旨いが甘い、ご飯も美味しい900円、フライ付き1,100円 上品系
48 2 アローン 寺町 2009年10月25日 煮込み 甘い、化学調味料なし なし 人工的なとろみ、片栗粉かまあまあ レトロ 半月 煮込み 薄切り、まずい福神漬け サラダ50円も貧相圧倒的なまずさ、水も臭い、大盛だけの店650円 洗練上品系
49 2 ニューハマヤ 北浜 2009年12月3日 煮込み 甘い 黒いが苦くないあまりない あまりない 多い 焼肉 櫛で溶けかけくたくた 肉がバラバラ、臭いか福神漬け、らっきょ、サラダ（おじゃこ）、味噌汁なつかし系 親父が久々に作ったか 800円 大盛無料
50 2 白川 ゼスト御池 2010年1月2日 煮込み 化学調味料か甘い 妙に味わい強い 少ない 冷える 角切り、ぱさぱさ、臭みあり福神漬け風ハリハリ、まずいカレー専門店 合わない、高い、少ない 700円 昔の味
51 2 幸福亭 十三 2010年1月7日 煮込み 中庸 甘め 中庸 少ない 多い さらさら系 半月 とろとろ 少ない 黄色い沢庵女性のお店 定食に追加できる 300円
52 2 グリル　うえの 難波 2010年2月25日 炒め 独特の古典派甘い目 わからない強い 多い ケチャップ 半月 さらり、上手少ない、バラ福神漬け 多い、ますゐ風なつかしの味、丁寧、安い 460円 安いがご主人の一人よがりか
53 2 スエヒロⅡ 堂山町 2010年3月18日 炒め 濃い、熱いやや苦い 旨味あり あり 多い ドゥミグラスにｹﾁｬｯﾌﾟ＋ｿｰｽ半月 長いがしゃっきり少ない 福神漬け シャンピニオン レトロで段取り悪いが美味しい 850円
54 2 グリル金プラ 三宮 2010年8月12日 煮込み 甘い、とろみ甘い 普通 あり 大目 ぶた汁 櫛 しっかり歯ごたえ多い なし ぶた汁いまいち高い、店が古典的 800円＋160円
55 2 グリル十字屋 三宮 2010年10月7日 煮込み 普通 普通 普通 あり 大目 ご飯が美味しい櫛 煮込み 少ない 福神漬け サラダ付き 平凡、少ない 850円
56 2 洋食 いくた 三宮 2010年10月14日 煮込み 薄い 甘い あまり無いない 普通 四角 軽く煮込みか少ない 福神漬けがライスの横になつかし系 量は少ない 460円 上品派、4階にて、サービス料込みでこれでは高すぎる
57 2 Kiraku 三条堀川奥2011年5月8日 煮込み 甘い、トマト甘い 普通 普通 多い ご飯は量が選べる櫛 煮込み 少ない なし サラダと日替わりスープ煮込みスープ、野菜カレーがお薦め 840円 大盛で有名
58 2 グリル小川 武庫之荘 2011年8月9日 炒め トマト 苦味が薄いあり 薄い 普通 ドゥミグラス・ソースをトマトピューレで割った櫛 しゃきしゃきバラで少ないなし ドゥミグラス・ソースは絶品なのに肉が安い、トマトで薄めるな 840円 上品で清潔、中庸のお味
59 2 浪花亭 宿院 2011年8月12日 炒め トマト、酸っぱい甘め 旨味あり 強い 多い 古典的 乱切り 軽く炒め 少ない、ヒレ肉福神漬け 酸っぱい、ミルクの香独自、酸っぱい粘り系 650円
60 2 鶴参 西天満 2011年9月5日 炒め 缶詰風 普通 普通 普通 少ない 少ない 半月 普通 ヒレ少ない塩昆布 焼肉屋 缶詰風、焼肉屋のスープとサラダ 1000円 着目
61 2 グリル末松 三宮 2011年9月15日 炒め 甘め なし あり 少ない 大目 上品 櫛 さっと炒め ヒレ、切れ端なし 洋食 たおやめなお味で上品 997円 新種：肉その都度炒め系
62 2 グリル富士屋 祇園下 2011年9月19日 生半可炒め 軽い 薄い 無い 無い 少ない ご飯は大盛 四角 片手鍋 固い、小さいなし 夫婦で出るのが遅い美味しくない、生半可、薄い 800円
63 2 スマート珈琲 寺町三条 2011年9月19日 煮込み、シチュー甘く薄い なし 野菜の粒子薄い 多い ご飯が少ない 分からないくたくた 溶け込み キャベツ少しとパスタすこし付け合せなし 堂々たるレトロ、店内もいい雰囲気、キングズ・アームスを想い出す800円＋珈琲は300円 評価改定
64 2 ア・ラ・カルト 東梅田 2011年11月17日 煮込みか 薄い あまり無いあまり無いあまり無い少ない シャンピニオン 櫛 ややくた バラ多い なし コースの一部 あっさり 4,000円のコースの一部
65 2 レストラン吾妻 吾妻橋 2012年1月6日 煮込み 軽い あまり無い普通 なし 普通 古典的、清潔派半月 煮込みくたくた少ない ドイツ製ピクルス上品 なつかし、清潔、滅び系 2,100円
66 2 洋食の店　みしな 高台寺 2012年1月6日 煮込み 軽やかで厚いお味中庸 厚い旨味 野菜で軽やか多い シチュー定食 美味しいお茶漬け定食 京都の奇跡 3700円 肉が美味しいみたい
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67 2 ビフテキ　スケロク 上七軒 2012年4月30日 炒め トマト 甘め 少ない あり 少ない グリーンピース 半月、薄いねたねた 少ない なし サラダはレタスとポテト、茹で卵乱切り入り古典の守りに入っている味 大盛　1,150円（200円アップ） はふうは偉大だ
68 2 たいめいけん　１階 日本橋 2012年7月21日 煮込み ドミグラス トマト、苦味こくあり 強め シャンピニオン 半月くたくた少ない 端切れ脂なしらっきょ、福神漬け、紅しょうが肉、ソースご飯 1880円
69 2 樹林亭 大阪天満宮2013年3月15日 炒め 軽めで上品中庸 普通 普通 多い エリンギの細切り半月 炒めて煮込少ない 福神漬け（いまいち甘い）安い、美味い、上品優しいお味、いいな 1,000円くらい 12時前は生ハムサラダと肉じゃが風塩味スープがつく
70 2 SHIN 西成 2013年5月22日 炒め 甘く優しい 中庸 普通 やや強い 少ない 薄い色 櫛 軽め 多い、旨味あり昆布佃煮 肉主導 下町洋食、丁寧、古風 1,200円
71 2 一平　三宮 三宮 2013年6月20日 煮込み トマト 上品 中庸 あり 多い ドゥミグラス・ソースとトマトピューレ櫛 煮込み、くたくた赤身、少ないなし 上品、赤い繊維が入っているのはなに上品、古典系 1,000円くらい あっさりうまい
72 2 洋食屋　コートレット 伏見 2013年6月29日 煮込み 厚い旨み 中庸 厚い旨み 強い、膜が張る大目 ぶた汁に胡椒と胡麻 大きいが繊維にほぐれる取り放題の青柴漬けビーフシチュー ご飯は食べ放題、キャベツは別皿 1,480円の定食 うまい、オープンキッチン
73 2 プリモぐりる 元町 2014年9月2日 炒め トマト、塩っぱい中庸 感じられない薄い 多い 付けあわせがない櫛 少ないくたくた薄く旨みがないなし なし 話にならん 追加料金で630円、ビフカツもいまいち
74 2 浅井食堂 下鴨 2015年10月21日 炒め うすい 中庸 あり 薄い 多い 不明 高松さん一家と渚交えて宴会 試作品
75 2 グリルステレオ 谷四 2016年4月21日 炒め 薄い 苦い 中庸 少ない 多い 肉がほろほろ 半月、薄い柔らかめ ほろほろ赤身なし グリーンサラダのみレトロな焦がし 800円 大盛で堪能
76 2 洋食専門　やろく 住吉 2016年8月5日 煮込み 粘り、甘め 甘い 普通 強い 多め 独自 櫛 くたくた 幅広薄い サラダ、味噌汁サラダのダイストマトが良い独自な粘り系 1,080円、ビフカツもいまいち 古いお店でオーディオも
77 2 はり重グリル 難波 2019年8月8日 煮込み 粘り古典 苦み 中庸 多い 多い 肉は煮込んだ大き目なし くたくた 大き目、缶詰みたい福神漬け 別添え 歴史資産、安い 1,000円 古典種


