
TEPPANYAKI grilled dishes

100ｇ ¥5,400
150ｇ ¥8,100

追加 100ｇ ¥3,780

100ｇ ¥2,700
150ｇ ¥3,240

追加 100ｇ ¥2,160

　ながと和牛100%のハンバーグを自家製のデミグラスソースでお召し上がりください。

   季節のサラダ、ご飯、汁物、漬物、コーヒー付き
  Salad , Steamed rice , Miso soup , Pickels and Coffee

   季節のサラダ、スープ、パン、コーヒー付き
   Salad , Soup , Bread and Coffee　　　　　　Bread Set

食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお申し出ください。

本メニューは税込価格を表示しています。

鉄板焼き メニュー

山口県産黒毛和牛サーロインステーキ 
Yamaguchi kuroge wagyū beef  Sirloin

　お好みの焼き加減をお申し付け下さいませ。

山口県産黒毛和牛ランプステーキ 

　サーロイン・フィレ・ランプ（臀部）を使用。

ながと和牛 スライスステーキ 
100ｇ ¥2,700

Sliced Nagato wagyū beef

　地元、長門市産の黒毛和牛。

Yamaguchi kuroge wagyū beef  Rump

　山口県産ランプ（赤身）

山口県産和牛サイコロステーキ 
150ｇ ¥3,240

Diced Yamaguchi wagyū beef

鉄板焼きメニューは ライスセット 又は パンセット をお選びいただけます。
Teppanyaki grilled dishes are served with a choice of rice set or bread set.

　　　　　ライスセット
　　　　　　Rice Set

　　　　　パンセット

ながと和牛ハンバーグステーキ デミグラスソース
150g ¥3,240

Nagato wagyū humburg steak

Please do let us know in advance if you are allergic to any ingredients or food. 

All menu prices include consumption tax.



A La Carte

　長州どりのもも肉をポモドーロソースで軽く煮込んだ料理。ソースはパン、ご飯ともに相性抜群です。

   季節のサラダ、ご飯、汁物、漬物、コーヒー付き
  Salad , Steamed rice , Miso soup , Pickels and Coffee

   季節のサラダ、スープ、パン、コーヒー付き
   Salad , Soup , Bread and Coffee

ビーフチャーハン

　県産和牛にあっさり醤油ベースの和風チャーハン。

山口県産和牛ビーフカレー

　県産牛のコクがあり深い味わい。

ハッシュドビーフ

　コクのある自家製デミグラスソースと県産和牛を使用。

本日のパスタ　（トマト / クリーム / ビアンコ）

　本日のパスタは、3種類のソースからお好みで。具材はスタッフにお伺いください。

むつみ豚メンチカツサンド
Minced Mutumi pork meat cutlet sandwich

　萩市むつみ村のブランドポークを使ったメンチカツにあっさりしたソースで仕上げたサンドイッチ。

Add salad , soup and coffee for an additional JPY 648.

食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお申し出ください。

¥1,620
Beef fried rice

Yamaguchi wagyū beef curry and rice

¥1,944
Hashed beef

アラカルトメニュー

¥1,944

プラス864円で ライスセット または パンセット をお選びいただけます。

　　　　　　Rice Set

　　　　　パンセット
　　　　　　Bread Set

¥1,296

¥1,620
Today's Pasta  (Tomato source / Cream source / Bianco source )

長州どりのカチャトーラ
Chōshū chicken Cacciatora

You can choose a rice set or bread set. for an additional JPY 864.

　　　　　ライスセット

¥1,296

プラス648円で 季節のサラダ、スープ、コーヒー を追加できます。

本メニューは税込価格を表示しています。

Please do let us know in advance if you are allergic to any ingredients or food. 

All menu prices include consumption tax.



Noodles & Side Dishes

ざるうどん ・ そば

肉うどん ・ そば

豚骨ラーメン

フライド ポテト
French fries

長州鶏唐揚
Deep fried chicken pieces

ピザ

Pizza

Reservation required

Course Menu

A コース ¥5,400 B コース ¥8,640

※コースメニューは、事前予約にて承っております。次回ご利用の際のご参考にされてくださいませ。

All menu prices include consumption tax.

¥864
Udon / Soba noodles with beef

¥864
Tonkotsu (pork bone broth) ramen noodles

¥540

¥1,296

要予約

  Soup of the Day   Soup of the Day

本日の魚料理 鮑のサイコロステーキ

  Fish of the Day

食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお申し出ください。

本メニューは税込価格を表示しています。

Please do let us know in advance if you are allergic to any ingredients or food. 

  Rice , soup , Pickles   Rice , soup , Pickles

コーヒー コーヒー

  Coffee   Coffee

¥1,620

 Diced abalone steak

山口県産和牛ランプステーキ 120ｇ 山口県産サーロインステーキ 100ｇ

  Yamaguchi wagyū beef rump steak  Yamaguchi beef sirloin steak 

ご飯・汁物・香の物 ご飯・汁物・香の物

コースメニュー

前菜サラダ仕立て 前菜サラダ仕立て

  Salad   Salad

本日のスープ 本日のスープ

麺類 ・ サイドメニュー

¥756
Chilled udon / soba noodles



生ビール / Draft Beer

キリン１番搾り
Kirin

瓶ビール（中 ） / Beer (Medium size bottle)

アサヒ /キリン
Asahi / Kirin

ノンアルコール / Non Alcoholic Beer

サッポロ　プレミアムフリー
Sapporo Premium Free

酎ハイ / Chuhai

レモン / ライム / 夏みかん / カルピス

Shochu with soda （ Lemon / Rime / Summer Orange / Calpis)

梅酒 / Plum Liqueur

梅のかほり　≪山口≫
“Umeno-Kahori” 　≪ Yamaguchi ≫

日本酒 / Japanese Sake

山頭火 ≪やや甘口 / 山口≫
Santōka ≪ Semi-sweet / Yamaguchi ≫

男山 ≪やや辛口 / 小野田≫
Otokoyama ≪ Semi-dry / Onoda≫

ソフトドリンク / Soft Drinks

コーラ / Cola ¥540

ジンジャーエール / Ginger Ale ¥540

ウーロン茶 / Oolong-Tea ¥540

オレンジジュース / Orange Juice ¥540

カルピス / Calpis ¥540

夏みかんスカッシュ / Summer Orange Soda ¥540

ペリエ / Perrier ¥540

¥756

¥702

¥702

お飲物

Beverages

¥864

¥864

¥540

¥756


