


Lunch Men

DINING CAFE

 Ope ~ 15:00

please take
your �me

（土日祝）

価格はすべて税込み表示です。

Open ～ 15：00は
お食事またはお食事+飲み物のみ
のご案内となりますので
ご了承下さいませ。



120ｇ ＋ セット　　￥3,510

150ｇ ＋ セット　　￥4,070

250ｇ ＋ セット　　￥5,940

350ｇ ＋ セット　　￥7,920

450ｇ ＋ セット　　￥9,790

※各メニューのつけ合わせは日によって異なります。

★当店はレアを基本としております。よく焼きはスタッフにお伝え下さいませ。★当店はレアを基本としております。よく焼きはスタッフにお伝え下さいませ。

牛肩ロースのグリル牛肩ロースのグリル
120ｇ ＋ セット　　￥2,540

150ｇ ＋ セット　　￥2,860

250ｇ ＋ セット　　￥3,910

350ｇ ＋ セット　　￥5,100

450ｇ ＋ セット　　￥6,150

グラス牛ヒレのグリルグラス牛ヒレのグリル

グラス牛は、低カロリー・

低コレステロール・低脂肪♪

グラス牛は、低カロリー・

低コレステロール・低脂肪♪

ワンちゃん用のステーキカット

Ｓ（50ｇ） ：￥1,020　　Ｍ（100ｇ）：￥1,840

Ｓ（50ｇ） ：￥670　Ｍ（100ｇ）：￥1,230

ワンちゃん用のステーキカット

120ｇ ＋ セット　　￥2,720

150ｇ ＋ セット　　￥3,080

250ｇ ＋ セット　　￥4,280

350ｇ ＋ セット　　￥5,610

450ｇ ＋ セット　　￥6,810

ハラミのグリルハラミのグリル

ランチセット



※各メニューのつけ合わせは日によって異なります。

180ｇ ＋ セット　　￥2,600

240ｇ ＋ セット　　￥3,000

300ｇ ＋ セット　　￥3,400

360ｇ ＋ セット　　￥3,900

450ｇ ＋ セット　　￥4,400

当店のハンバーグは国産牛１００％です。

シェフこだわりの秘伝のレシピで

ジューシーに仕上げました。

当店のハンバーグは国産牛１００％です。

シェフこだわりの秘伝のレシピで

ジューシーに仕上げました。

“国産牛100％”手ごねハンバーグ“国産牛100％”手ごねハンバーグ

グラスヒレ、グラスリブロース、ハラミを

約３００gずつ盛り合わせました。

グラスヒレ、グラスリブロース、ハラミを

約３００gずつ盛り合わせました。

2ポンド赤身肉食べ比べグリル2ポンド赤身肉食べ比べグリル

￥17,030　（4人前）

●Andyステーキソース

●こだわり濃厚デミグラスソース

●にんにくたっぷりガーリックソース

●和風おろしポン酢

●レモン＆ブレンドソルト

選べる

オリジナル

特製ソース

SET ※全てのメニューに付きます※

ドリンク ライス スープ サラダ プチデザート

お料理をご注文のお客様限定★

ドッグメニューバイキング

DOG MENU BAIKINGU 無料!!

セット

大盛り
できます！ + \160

オムライス

+ \110

ごはん

+ \110

パスタ

★当店はレアを基本としております。よく焼きはスタッフにお伝え下さいませ。★当店はレアを基本としております。よく焼きはスタッフにお伝え下さいませ。



匠の大山地鶏
もものグリル

　150ｇ　￥3,560

厚切り牛舌のグリル

　150ｇ　￥2,800

　150ｇ　￥2,400

スペイン産イベリコ豚
肩ロースのグリル

お肉に合う

５種類を

厳選しました !!

シェフの

こだわりソース

ランチセット

●Andyステーキソース

●こだわり濃厚デミグラスソース

●にんにくたっぷりガーリックソース

●和風おろしポン酢

●レモン＆ブレンドソルト

選べる

オリジナル

特製ソース

SET ※全てのメニューに付きます※

ドリンク ライス スープ サラダ プチデザート

お料理をご注文のお客様限定★

ドッグメニューバイキング

DOG MENU BAIKINGU 無料!!

セット

大盛り
できます！ + \160

オムライス

+ \110

ごはん

+ \110

パスタ

★当店はレアを基本としております。よく焼きはスタッフにお伝え下さいませ。★当店はレアを基本としております。よく焼きはスタッフにお伝え下さいませ。



自家製デミグラスソース 特製ソイソース

～西洋わさび添え～

ローストビーフとアボカドのごはん

贅沢！こだわりデミグラスで煮込んだ

牛タン入り柔らかビーフシチュー

「昔の味たまご」を使ったふわとろオムライス

濃厚ウニボナーラ

～とろ～りたまごのせ～

特製 !! 牛すじのクリームコロッケ

￥2,650

￥2,400

￥2,150

￥1,950 ￥2,250

自家製デミグラスソース

自家製デミグラスソース

定番定番

人気人気

※ランチセットのうちご飯は付きません。※ランチセットのうちご飯は付きません。

※写真はフォアグラオムライスです。※写真はフォアグラオムライスです。

※ランチセットのうちご飯は付きません。※ランチセットのうちご飯は付きません。

※ランチセットのうちご飯は付きません。※ランチセットのうちご飯は付きません。

見た目にビックリ！
フォトジェニックな一皿♡

見た目にビックリ！
フォトジェニックな一皿♡

　　　本日の

おすすめメニューは

お気軽にスタッフまで★

※写真はイメージです。

SET ※全てのメニューに付きます※

ドリンク ライス スープ サラダ プチデザート

お料理をご注文のお客様限定★

ドッグメニューバイキング

DOG MENU BAIKINGU 無料!!

セット

大盛り
できます！ + \160

オムライス

+ \110

ごはん

+ \110

パスタ

国産牛ハンバーグオムライス

牛すじのクリームコロッケオムライス

ハラミステーキオムライス

フォアグラオムライス

グラス牛ヒレオムライス

\2,850

\2,850

\3,400

\3,850

\4,000



Open～15：00はお１人様お食事１オーダー制となっております。

コーヒー

紅茶

オレンジジュース

カフェラテ

ジンジャエール

グアバジュース

マンゴージュース

（ ICE / HOT ）

（ ICE / HOT ）

（ ICE / HOT ）

（ 甘口 / 辛口 ）

+ \310 Wine
グラスワイン

赤・白

ランチビール

Beer

セットドリンク ランチタイム限定

生産者の
　　　林さん

神奈川県厚木にある
自社農園で農薬を使わずに
丹精込めて育てたお野菜を
使用しています。DINING

CAFE

＋￥210で上記メニューおかわり出来ます。


