
写真は 200ｇ

ライスまたは八穀米またはパン 付

〝Angus beef〟Sirloin steak (rice or bread)

150g…￥3,520

250g…￥5,060
200g…￥4,180

ＵＳ産ブラックアンガス牛
良質でしっかりとした肉質が魅力

表示価格は税込みです

150g…￥6,380

180g…￥7,370

120g…￥5,500

100g…￥4,730

ライスまたは八穀米またはパン 付

〝Domestically produced beef〟
Tenderloin steak (rice or bread)

写真は 150ｇ

小麦・乳

卵・小麦・乳

ステーキ

Beef〟steak

Ｒ ＭＲ Ｍ ＭＷ Ｗ
How would you like your steak
焼き加減をお申し付けください

国産牛フィレステーキ
フィレの柔らかさをお愉しみください



You can choose from two types

ハンバーグステーキ
Hamburg steak

海老のグラタン
Shrimp gratin macaroni

海老フライ2本
Fried prawn メンチカツレツ

Minced meat cutlet

蟹クリームコロッケ2個
Crab cream croquette

蟹クリームコロッケ2個
Crab cream croquette

メンチカツレツ
Minced meat cutlet

本日のスープ /ライス または 八穀米 または パン /
コーヒー または 紅茶 付

Today's soup / rice or bread / coffee or tea(hot or ice)

小さな彩りサラダ      ＋￥330
Small vegetable salad

選べる洋食プレート
Combination plate

卵・乳・小麦・えび・かに

\2,750 

選べる洋食２種プレート

You can choose from two types
下記よりお好きな３種類をお選びください

選べる洋食３種プレート

下記よりお好きな2種類をお選びください

Western food and steak plate

黒毛和牛カットステーキと

選べる洋食プレート

下記よりお好きな１種類をお選びください

\2,750
You can choose from one item with steak

\2,310 

スープの内容やアレルギーにつきましては、お気軽にスタッフまでお尋ねください 表示価格は税込みです

下記よりお選びください



表示価格は税込みです

￥2,970

ビーフシチュー

お肉をやわらかく煮込んだ本格シチュー
Stewed beef

卵・乳・小麦￥1,650

メンチカツレツ

肉の旨みを包み込んだ当店の看板メニュー
Minced meat cutlet

卵・乳・小麦￥2,310

ビーフシチューとメンチカツレツ

ふたつの異なる肉料理が堪能できる贅沢な一皿です
Stewed beef and minced meat cutlet

卵・乳・小麦

￥1,650

蟹クリームコロッケ
Crab cream croquette
蟹の風味豊かなクリームコロッケです
卵・乳・小麦・かに

海老フライ

￥1,650
Fried prawn
海老の香りあふれ出す深い味わい
卵・乳・小麦・えび

オレンジジュースまたは
アップルジュース 付
ミニハンバーグ / エビフライ /
カニクリームコロッケ /
ポテトフライ / ウインナー / チキンライス
Orange juice or apple juice
Hamburg/Fried prawn/Crab cream croquette
Fried potato/Sausage/Ketchup rice

卵・乳・小麦・えび・かに

八穀米とは…もち麦、緑米、あわ、ひえ、きび、
アマランサス、赤米、黒米を使用

スープの内容やアレルギーにつきましては、お気軽にスタッフまでお尋ねください

< お得なセット >+￥770

本日のスープ

ライスまたは八穀米またはパン

コーヒーまたは紅茶

< 単品 >+￥330

ライスまたは八穀米またはパン

Rice or bread

Today's soup
Rice or bread and coffee or tea (hot or ice)

小さな彩りサラダ

+￥330

Small vegetable salad

創業５０年
受け継がれるドミグラスソース
洋食屋の命であるドミグラスソースは
じっくりとオーブンで焼き上げた牛すじと
香味野菜を 5 日間かけて丹念に煮込んだ
自慢のソースです。

ハンバーグステーキ
Hamburg steak

￥1,650
肉汁とドミグラスソースのハーモニーが生む
肉料理の傑作

卵・乳・小麦

お子さまランチ ￥990



表示価格は税込みです

<お得なセット>+￥550
本日のスープ

コーヒーまたは紅茶

Today's soup
coffee or tea (hot or ice)

洋食屋さんのナポリタン

海老を贅沢に使った人気メニュー
Shrimp napolitan spaghetti

\1,430
卵・乳・小麦・えび ￥1,540

ビーフカレー

野菜と牛肉の旨みが溶け込んだ欧風カレー
Beef curry

卵・乳・小麦・落花生

オムライス

ふわふわ卵のオムライス洋食屋の定番料理
Omelet in rice tomato sauce

\1,430
卵・乳・小麦

野菜のマリネ ￥440

Mixed vegetable salad

コーンポタージュ ￥440
Corn potage soup

卵・乳・小麦

卵・小麦

Marinated vegetablea

小麦

海老のドリア

ケチャップライスとの相性は格別です
Rice casserole with white sauce

\1,430
卵・乳・小麦・えび

海老のグラタン

香ばしく焼き上げた自慢の一品
Shrimp gratin macaroni

\1,430
卵・乳・小麦・えび

コンビネーションサラダ

カラフルな野菜たちをオリジナルドレッシングで
お召し上がりいただくサラダです

￥880  

￥495小さなサイズ

自慢の逸品
A la carte

キノコのマリネ
Marinated mushroom

￥440
Fried potato
フライドポテト ￥550

Smoked salmon
￥880スモークサーモン

Today's soup

スープの内容やアレルギーにつきましては
お気軽にスタッフまでお尋ねください

本日のスープ ￥440


