MENU
※( )内は税抜き価格です

BEER & WINE サイドメニュー
Fried shrimp

芝海老のフリット・・・・・・・・¥600（555）

Wiener sauté

荒挽きウィンナーのソテー・・・・¥850（787）

Mexican Pork Chorizo

メキシカンチョリソー・・・・・・¥900（833）

Soft shell crab

ソフトシェルクラブ・・・・・・・¥750（694）

Mushrooms sauté

キノコのガーリックソテー・・・・¥800（740）

German potato

ジャーマンポテト・・・・・・・・¥850（787）

Smoked salmon

スモークサーモン・・・・・・・・¥1000（925）

Prosciutto ham

スペイン産 熟成生ハム・・・・・¥1000（925）

軽食
Omelet rice

オムライス・・・・・・・・・・・¥1000（925）

Special omelet rice

オムレツライス・・・・・・・・・¥1100（1018）

Beef curry

ビーフカレー・・・・・・・・・・¥1100（1018）

Ketchup tasted spaghetti ナポリタンスパゲッティ・・・・・¥1100（1018）
Beef mushrooms fried rice キノコとビーフの和風ピラフ・・・¥1100（1018）
Japanese tasted spaghetti キノコと山菜の和風スパゲッティ・¥1100（1018）
Tomato& prosciutto ham トマトと生ハムの冷製パスタ・・・¥1000（925）
Spaghetti

ナポリタンスパゲッティ

オムレツライス

オムライス

※

牛肉のなかで最も脂肪が少なく味のある部位、国産のモモ肉を入荷し

ました。

黒毛和牛×乳牛の国産交雑種なので適度に柔らかく、｢コク｣

のある旨味は牛肉本来の深い味わいが特徴。 「お肉通」のお客様には是
非お勧めしたいメニューを 3 種ご用意しました。
※( )内は税抜き価格です

¥1900（1759）

☆ ビーフストロガノフ

Beef stroganoff
☆ 牛モモ赤身の網焼きステーキ

☆ セット

（180g）
Beef Steak

¥1900（1759）

サラダ・ライス又はパン・コーヒーor 紅茶付 or ジュース
（2222）
※ With / salad, bread or rice, coffee or tea or juice
¥1100（1018）
Steak marinade salad

☆ レアステーキのマリネサラダ

¥2400

MENU
※( )内は税抜き価格です

Fried king prawn

大海老のフライ・・・・・・・・・¥1700（1574）

Seafood mix sauté

海老・貝柱・白身魚のムニエル・・¥1600（1481）
千葉県産豚ロース肉

Pork Ginger

ポークジンジャー・・・・・・・・¥1300（1203）

Grill Pork herb sauce

ロース肉のグリルバジルソース添・・¥1400（1296）
ハンバーグ＆肉料理

Hamburg steak

ハンバーグステーキ・・・・・・・¥1150（1064）

Hamburg steak＆fried fish ハンバーグステーキと白身魚フライ・¥1300（1203）
Beef stew & Hamburg

ビーフシチューハンバーグ・・・・¥1600（1481）

Mix Grill

ミックスグリル・・・・・・・・・¥1600（1481）

（Hamburg , wiener,pork sauté ハンバーグステーキ・ウィンナー・ポークソテー）

Beef stew

ビーフシチュー・・・・・・・・・¥2300（2129）

Slice Tenderloin grill (110g) 牛フィレ肉の薄切り網焼き（110g)・¥2300（2129）
Tenderloin steak (160g)

牛フィレ肉のステーキ（160g）・・・¥3500（3240）

Seafood salad

シーフードマリネサラダ・・・・・¥900（833）

Green salad

グリーンサラダ・・・・・・・・・¥600（555）

Rice / Bread

ライス・パン・・・・・・・・・・¥250（231）

ハンバーグステーキ

ハンバーグステーキと白身魚フライ

ミックスグリル

おすすめセットメニュー
※( )内は税抜き価格です

☆ビーフシチューハンバーグ ・・・・・・・・・・・・¥2100（1944）
Beef stew & Hamburg

☆A セット

ハンバーグステーキと白身魚フライ・・¥1800（1666）

A set

Hamburg steak & fried fish

☆B セット

ミックスグリル・・・・・・・・・・・¥2100（1944）
ハンバーグステーキ・ウィンナー・ポークソテー

B set

Mix grill Hamburg steak & wiener & pork

※ 上記はサラダ・ライス又はパン・コーヒーor 紅茶 or ジュース付
※ With / salad, bread or rice, coffee or tea or juice

プレート料理

☆オムライスと海老フライのプレート・・・・・・・・・¥1600（1481）
Omelet Rice & Fried prawn

☆オムレツライスと海老フライのプレート・・・・・・・¥1800（1666）
Special omelet Rice & Fried prawn
※ サラダ・コーヒーor 紅茶 or ジュース付
※ With /salad, coffee or tea or juice

ビーフシチューハンバーグ

オムライスと海老フライの
プレート

オムレツライスと海老フライの
プレート

おすすめセットメニュー
※( )内は税抜き価格です

☆千葉県産 豚ロース肉のポークジンジャー・・・・・¥1800（1666）
Pork Ginger
☆千葉県産 豚ロース肉の厚切りグリルバジルソース・・¥1900（1759）
Grill Pork herb EX olive sauce
☆牛フィレ肉の薄切り網焼き （110g)・・・・・・・・¥2800（2592）
Slice Tenderloin grill (110g)
☆海老・貝柱・白身魚のムニエル・・・・・・・・・・¥2100（1944）
Seafood mix sauté

※ 上記はサラダ・ライス又はパン・コーヒーor 紅茶 or ジュース付
※ With / salad, bread or rice, coffee or tea or juice

豚ロース肉の厚切りグリル

豚ロース肉のポークジンジャー

牛フィレ肉の薄切り網焼き

Drinks＆Cake
※( )内は税抜き価格です

Oolong tea

ウーロン茶・・・・・・・・¥450（416）

Coffee (Hot, Iced)

コーヒー(ホット or アイス)・・・¥450（416）

Tea (Hot, Iced)

紅茶(ホット or アイス)・・・・・¥450（416）

Orange Juice

オレンジジュース・・・・・¥450（416）

Apple juice

アップルジュース・・・・・¥450（416）

Coke

コカ・コーラ・・・・・・・¥450（416）

Ginger ale

ジンジャーエール・・・・・¥450（416）

Melon soda

メロンソーダ・・・・・・・¥450（416）

Cocoa (Hot, Iced)

ココア(ホット or アイス)・・・・¥500（462）

Café au lait (Hot, Iced)

カフェオレ(ホット or アイス)・・¥500（462）

Topping Ice-cream

トッピングアイス・・・・・¥100（92）

Vanilla Ice-cream

バニラアイス・・・・・・・¥500（462）

Beer （キリン一番搾り）

Wine ワイン（赤・白）

生ビール （420ml） ¥700（648）

Glass グラス・・・・¥550（509）

（500ml） ¥800（740）

Half ハーフ・・・・¥1700（1574）

ノンアルコールビール ¥500（462）

Regular レギュラー・¥3000（2777）

中瓶

Cake

ケーキ各種・・・・・・・・¥500（462）

Cake Set

ケーキセット・・・・・・・¥900（833）
（コーヒー、紅茶、ジュースからお選びください）

