
Grilled dishes

100ｇ ・・・・・・ ¥6,500 ¥7,150
150ｇ ・・・・・・ ¥9,000 ¥9,900
200ｇ ・・・・・・ ¥11,000 ¥12,100

100ｇ ・・・・・・ ¥5,000 ¥5,500
150ｇ ・・・・・・ ¥7,500 ¥8,250
200ｇ ・・・・・・ ¥10,000 ¥11,000

100ｇ ・・・・・・ ¥3,000 ¥3,300
150ｇ ・・・・・・ ¥4,500 ¥4,950
200ｇ ・・・・・・ ¥5,500 ¥6,050

   季節のサラダ、ご飯、汁物、漬物、コーヒー付き
  Salad , 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

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。
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
　　　　　　Bread Set

鉄板焼き メニュー

山口県産黒毛和牛ヒレステーキ / Yamaguchi kuroge wagyū beef Fillet

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

山口県産黒毛和牛ランプステーキ / Yamaguchi kuroge wagyū beef Rump

お肉は、お好みの焼き加減をお申し付け下さいませ。

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



A La Carte

or

　ながと和牛100%のハンバーグ。ソースは2種類からお選びいただけます。
or

　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。
or

　やわらかい山口和牛の赤ワインのソース煮込み。
or

セット ¥1,800 ¥1,980
単品 ¥1,200 ¥1,320

　県産牛のコクがあり深い味わい。

セット ¥2,100 ¥2,310
単品 ¥1,500 ¥1,650

　県産和牛にあっさり醤油ベースの和風チャーハン。

セット ¥2,100 ¥2,310
単品 ¥1,500 ¥1,650

　醤油ベースのソースに、柚子胡椒でピリッとアクセント。

セット ¥2,100 ¥2,310
単品 ¥1,500 ¥1,650

　アサリの旨味たっぷりのトマトパスタ。

セット ¥1,800 ¥1,980
単品 ¥1,200 ¥1,320

  揚げたてのポークカツとソースで味わう特製サンドイッチ。

ライスセット：サラダ、ご飯、汁物、漬物、コーヒー パンセット：サラダ、スープ、パン、コーヒー

ライスセット：サラダ、スープ、ライス、コーヒー パンセット：サラダ、スープ、パン、コーヒー

長州鶏のカチャトーラ ¥2,000 ¥2,200Chōshū chicken Cacciatora

　サーロイン・フィレ・ランプ（臀部）を使用。

ながと和牛ハンバーグステーキ (デミグラスソース or 和風おろしソース) 150ｇ ¥2,500 ¥2,750Nagato wagyū humburg steak

アラカルトメニュー

山口県産和牛サイコロステーキ（数量限定） 150ｇ ¥3,000 ¥3,300Diced Yamaguchi wagyū beef

ライスセット：サラダ、ご飯、汁物、漬物、コーヒー パンセット：サラダ、スープ、パン、コーヒー

山口和牛赤ワイン煮 ¥2,000 ¥2,200Yamaguchi wagyū beef simmered in red wine

山口県産和牛ビーフカレー
Yamaguchi wagyū beef curry and rice

ビーフチャーハン
Beef fried rice

長州鶏と茸の和風パスタ 柚子胡椒風味
Choshu-Chicken and mushroom pasta with japanese source

ライスセット：サラダ、スープ、ライス、コーヒー パンセット：サラダ、スープ、パン、コーヒー

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

ボンゴレロッソ
Vongole Rosso

ポークカツサンド
Pork meat cutlet sandwich

セットメニューには　季節のサラダ、スープ、コーヒー　がついております。
Set menus are served with a salad , soup and coffee.



天ぷら付うどん・そば（海老、野菜）

天ぷら付ざるうどん・ざるそば(海老、野菜)

肉うどん ・ そば

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 5,000 ¥5,500 B コース 8,000 ¥8,800 C コース 10,000 ¥11,000

¥800 ¥880Udon / Soba noodles with beef

和食・麺類・サイドメニュー

¥1,800 ¥1,980Chilled Zaru-udon / Zaru-soba noodles with tempura

Japanese food & Noodle & Side dishes

¥1,800 ¥1,980Chilled udon / soba noodles with tempura

¥500 ¥550

¥1,200 ¥1,320

¥1,500 ¥1,650

本日のスープ 本日のスープ フォアグラのポワレ
  Soup of the Day   Soup of the Day Foie gras poire

コースメニュー
要予約

前菜サラダ仕立て 前菜サラダ仕立て 前菜
  Salad   Salad Hors d'oeuvre

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 鮑のサイコロステーキ
  Yamaguchi wagyū beef rump steak  Yamaguchi beef sirloin steak  Diced abalone steak

本日の魚料理 鮑のサイコロステーキ 本日のスープ
  Fish of the Day  Diced abalone steak   Soup of the Day

コーヒー コーヒー 山口県産サーロインステーキ 50ｇ
  Coffee   Coffee 山口県産フィレステーキ 50ｇ

ご飯・汁物・香の物 ご飯・汁物・香の物 サラダ
  Rice , Soup , Pickles   Rice , Soup , Pickles Salad

Petit Dessert
※コースメニューは、事前予約にて承っております。

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。

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

  Coffee
プチデザート

Garlic fried rice , Soup , Pickles

コーヒー

プチデザート プチデザート  Yamaguchi beef sirloin and fillet steak 

Petit Dessert Petit Dessert ガーリックライス・汁物・香の物


	アラカルト最新(現行)

