
国 産イセエビ料 理がセットのコースです。
お 肉を下 記よりお 選びください。

LUNCH
前 菜 から 食 後 の デ ザ ートまで 贅 沢 に 味 わ える鉄 板 焼ランチ。

壮 観 な 眺 望 が 広 がる店 内 で 、

シェフ の パ フォー マンスと喜 び 極 まる料 理 をご 堪 能ください 。

全てのランチにセットで付きます。

前菜 
Appetizer 

本日のスープ
Todayʼs soup 

旬の焼き野菜
Grilled vegetables

京丹後コシヒカリ又はお茶漬け
Steamed rice from Kyotango or Ochaduke

香の物 
Japanese pickles

赤出汁
Red miso soup

デザート
Dessert

コーヒー
Coffee

※すべて国産米を使用しています。
※京丹後コシヒカリを追加1,200円でガーリックライスに変更できます。

サーロインステーキ 
Domesticbeef sirloinsteak 

フィレステーキ 
Domesticbeef filet steak

¥12,300（100g）
¥14,050（150g）

¥15,800（100g）
¥19,300（150g）

サーロインステーキ
Kobe beef sirloinsteak  

フィレステーキ 
Kobe beef filet steak 

¥19,800（100g）
¥25,300（150g）

 ¥30,800（100g）
¥41,800（150g）

サーロインステーキ
Japanesebeef sirloinsteak

フィレステーキ
Japanesebeef filet steak

¥15,800（100g）
¥19,300（150g）

¥22,800（100g）
¥29,500（150g）

国産牛 黒毛和牛 神戸牛

旬の魚 料 理がセットのコースです。
お 肉を下 記よりお 選びください。

サーロインステーキ 
Domesticbeef sirloinsteak

フィレステーキ 
Domesticbeef filet steak

¥7,800（100g）
¥9,550（150g）

¥11,300（100g）
¥14,800（150g）

サーロインステーキ 
Kobe beef sirloinsteak 

フィレステーキ 
Kobe beef filet steak 

¥15,300（100g）
¥20,800（150g）

¥26,300（100g）
¥37,300（150g）

サーロインステーキ 
Japanesebeef sirloinsteak

フィレステーキ
Japanesebeef filet steak

¥11,300（100g）
¥14,800（150g）

¥18,300（100g）
¥25,000（150g）

国産牛 黒毛和牛 神戸牛

お 肉を下 記よりお 選びください。

サーロインステーキ 
Domesticbeef sirloinsteak

フィレステーキ
Domesticbeef filet steak

¥4,800（100g）
¥6,550（150g）

¥8,300（100g）
¥11,800（150g）

サーロインステーキ 
Kobe beef sirloinsteak 

フィレステーキ 
Kobe beef filet steak 

¥12,300（100g）
¥17,800（150g）

¥23,300（100g）
¥34,300（150g）

国産牛サーロインステーキ 旬の焼き野菜
Domestic beef sirloin steak and Grilled vegetables   

国産牛フィレステーキ 旬の焼き野菜     
Domestic beef filet steak and Grilled vegetables     

黒毛和牛サーロインステーキ 旬の焼き野菜
Domestic beef filet steak and Grilled vegetables

黒毛和牛フィレステーキ 旬の焼き野菜
Japanese beef filet steak and Grilled vegetables

神戸牛サーロインステーキ 旬の焼き野菜
Kobe beef sirloin steak and Grilled vegetables

神戸牛フィレステーキ 旬の焼き野菜
Kobe beef filet steak and Grilled vegetables

ガーリックライス
Garlic rice                                                               

エゾアワビ
Ezo Abalone

フォアグラ
Foie Gras

本日の鮮魚
Todayʼs Fish Dishes

国産イセエビ
Japanese Spiny Lobster Half Cut Style

カナダ産活オマール海老（要予約）
Canadian Lobster (Reservation)

活イセエビ（要予約）
Fresh Spiny Lobster(Reservation)

活黒鮑（要予約）
Fresh Black Abalone (Reservation)

¥3,500（100g）
¥5,250（150g）

¥7,000（100g）
 ¥10,500（150g）

¥7,000（100g） 
¥10,500（150g）

¥14,000（100g）
¥21,000（150g)

¥11,000（100g）
¥16,500（150g)

¥22,000（100g）
¥33,000（150g)

¥1,800

¥2,800（80g）

¥4,800（80g）

¥3,500

¥8,000（ハーフカット）

¥8,000~

¥16,500~

¥16,500~

サーロインステーキ 
Japanesebeef sirloinsteak

フィレステーキ
Japanesebeef filet steak 

¥8,300（100g）
¥11,800（150g）

¥15,300（100g）
¥22,000（150g）

国産牛 黒毛和牛 神戸牛

※表示料金は消費税・サービス料込となります。
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