
価格は税込。写真はイメージです。

Dinner 17︓00〜21︓00
デ ィ ナ ー

L o 2 0 ︓ 3 0

salad 〜サラダ〜
グリーンサラダ ¥580

ミモザサラダ ¥780
※ハーフサイズ ¥580

シーザーサラダ ¥880
※ハーフサイズ ¥680

チキンのワイルドサラダ ¥1180
※ハーフサイズ ¥980

ライスコロッケ ¥280
ポテトフライ ¥480
枝 豆 ¥480

luick menu
～クイックメニュー～

A la carte  〜アラカルト冷菜〜
本日の生春巻き ¥280

プチトマトと ¥680
クリームチーズのカプレーゼ

本日のカルパッチョ ¥880

美保野生ハムサラミの盛合せ ¥1280

A la carte  〜アラカルト温菜〜
ブルスケッタ（2枚）

・トマトとバジル ¥320
・生ハムとアボガドチーズ ¥420
・シーフードタルタル ¥420

バケットとポテトのチーズ焼き ¥480

白子のフリット ¥580

有頭エビの変わり揚げ（1本） ¥580

鶏せせりの唐揚 ¥580

アサリとムール貝の白ワイン蒸し ¥680

ソーセージ6種盛り ¥780

⼤粒カキフライ ¥880



価格は税込。写真はイメージです。

Dinner 17︓00〜21︓00
デ ィ ナ ー

L o 2 0 ︓ 3 0

シーフードアヒージョ ¥1080

砂肝・せせり・きのこのアヒージョ ¥1080

Ahijo 〜アヒージョ〜

pasta 〜パスタ〜
鉄板ナポリタン ¥900

4種きのこのペペロンチーニ ¥980

生ハムとレモンの
チーズクリームパスタ ¥1100

本日のパスタ ¥1200

rice gratin 〜ドリア〜
4種きのこの ¥980

トマトのチーズドリア
魚介のクリームドリア ¥980

pizza 〜ピザ〜

トマトとバジルのピザ 19ｃｍ¥880
22ｃｍ¥1280

シーフードのトマトピザ 19ｃｍ¥980
22ｃｍ¥1380

照り焼きチキンと 19ｃｍ¥980
マヨコーンチーズピザ 22ｃｍ¥1380

本日のピザ 19ｃｍ¥1080
22ｃｍ¥1480

（バケット3枚付き）

【各種トッピング】
¥100 アスパラ/オニオン/パルメザンチーズ
¥200 ベーコン
¥300 クリームチーズ
¥400 照り焼きチキン/wチーズ/美保野生ハム



価格は税込。写真はイメージです。

Dinner 17︓00〜21︓00
デ ィ ナ ー

L o 2 0 ︓ 3 0

自家製ハンバーグ（200g） ¥1200
ビーフシチュー ¥1600
合鴨のグリル ¥1800

美保野ポークトンテキ ¥1980
洋風チーズかけ

オージービーフサーロインステーキ（200g）
¥3300

Meet 〜⾁〜

Soup・Rice・Baguette
〜スープ・ライス・バゲット〜

コーンスープ ¥150
ライス ¥180
ガーリックライス ¥300
バゲット ¥250
ガーリックトースト ¥300

まだらの香草パン粉焼き ¥1280
サーモンのレアカツ ¥1800

fish 〜魚〜

＊＊＊ソースをお選びください＊＊＊
①ガーリックバター
②和風おろし
③赤ワインソース
④デミグラスソース

アイス各種 ¥200
（バニラ・抹茶・ストロベリー・チョコ）

バナナチョコミルフィーユ ¥520

Dessert 〜デザート〜



価格は税込。写真はイメージです。

Dinner 17︓00〜21︓00
デ ィ ナ ー

L o 2 0 ︓ 3 0

牛バラ焼き

グリルプレート

【セット内容】
牛ロース・桜姫鶏・美保野ソーセージ

牛バラ焼き
2時間飲み放題付き（2名様より）

¥3300
ポテト・枝豆付き

お一人様

牛バラ焼単品 １人前 ¥1300
2人前より承ります

¥6000⾁の盛合せ
3種のミートマウンテン

4人分

バケット付き

当日2時間前要予約

4名様で飲み放題付きなら
お一人様¥3500

※仕込み状況により多少写真と
異なる場合がございます



鏡 月 ¥400
(水割りorウーロン)
⻨焼酎“赤⿅⽑” ¥500
(水割りorソーダ割りorロック)
芋焼酎“岩蔵造り” ¥500
(水割りorソーダ割りorロック)

◇ 樽 生 ◇中ジョッキ
キリン 一番搾り ¥600
（グラス¥500）
アサヒスーパードライ ¥600
（グラス¥500）
TOKYO隅田川ブルーイング ¥550
ペールエール（グラス）

ブラックニッカ ¥400
ジャックダニエル ¥500
ジョニーウォーカーブラック ¥500
（水割りorロック）
ハイボール ¥400
コークハイ ¥500
ジンジャーハイボール ¥500

杏酒（ロックorソーダ）
梅酒（ロックorソーダ）

日本酒 慈悲の水（桃川）１合¥500

レモン・ライム・ゆず
巨峰・グレープフルーツ
シークヮーサー・カルピス

カルーアミルク
カシス（ソーダ・オレンジ・ウーロン）
ピーチ（ソーダ・オレンジ・ウーロン）
モヒート
スクリュードライバー
ジントニック

グラスワイン (赤)
グラスワイン (白)

ウイスキー

焼酎

日本酒 ノンアルコール・ALL¥500

ソフトドリンク ALL¥200

ビール

果実酒・・・・・ALL¥500

ワイン・・・・・ALL¥400

カクテル・・・・ALL¥500

サワー・・・・・ALL¥400

Drink 11︓30〜21︓00
ド リ ン ク 未成年者の飲酒は法律で禁⽌されております

価格は税込。写真はイメージです。

ビール・カクテル
チューハイ・ワイン

コーラ・ジンジャーエール・ウーロン茶
オレンジジュース・アップルジュース・パインジュース
アイスコーヒー・ホットコーヒー

★⼋⼾では当店のみ取扱い︕



Drink 11︓30〜21︓00
ド リ ン ク 未成年者の飲酒は法律で禁⽌されております

価格は税込。写真はイメージです。

ボトルワイン ¥2200

１．ジェンティモン・ルージュ（赤）
軽快で果実味豊かなオールラウンドな赤ワイン

１ ２ ３ ４

２．ボルゴ・サンレオ・ロッソ（赤）
果実の香りが豊かに広がる、フレッシュで軽快な味わいです

３．タクン・レセルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン（赤）
熟したプラムやラズベリーのような果実味のまろやかな赤ワインです

４．ジェンティモン・ブラン（白）
新鮮でいきいきとした、やわらかな味わいの白ワインです

グラス ¥400

フランス フランスイタリア チリ



ビール

サワー

日本酒

ウイスキー

果実酒

カクテル

ソフトドリンクワイン

◇ 樽 生 ◇
キリン 一番搾り
アサヒスーパードライ
TOKYO隅田川ペールエール

レモン
ライム
ゆず
巨峰
グレープフルーツ
シークヮーサー
カルピス

日本酒

焼 酎
(水割りorウーロン)

⻨焼酎
(水割りorソーダ割orロック)

芋焼酎
(水割りorソーダ割orロック)

焼酎

ハイボール
コークハイ
ジンジャーハイボール
ウイスキー
（水割りorロック）

グラスワイン (赤)
グラスワイン (白）

杏酒（ロックorソーダ）
梅酒（ロックorソーダ）

カルアミルク
カシスソーダ
カシスオレンジ
カシスウーロン
ピーチソーダ
ピーチオレンジ
ピーチウーロン
モヒート
スクリュードライバー
ジントニック

コーラ
ジンジャーエール
ウーロン
オレンジジュース
アップルジュース
パインジュース
アイスコーヒー
コーヒー

ノンアルコールビール、ワインテイスト
ゼロチューハイ、ゼロカクテル

ノンアルコール

L.O 30分前

飲み放題メニュー

Menu 11︓30〜21︓00

価格は税込。写真はイメージです。

未成年者の飲酒は法律で禁⽌されております

2時間
お一人様


