
 

 

 

 

 

Dinner Menu 

 

 

 

 

 

 



前菜盛合わせ 

 季節のポタージュ  

 フライ料理  

メイン料理 

◆ビーフステーキ◆ビーフカツレツ 

◆ステーキハンバーグ 

◆ビーフシチュー 

〆の料理 

◆スリランカ風カレー 

◆ハヤシライス 

◆ピラフ ◆特製中華そば 

デザート 

食後のコーヒー又は紅茶 

前菜盛合わせ 

季節の小前菜 

 季節のポタージュ  

本日のフライ料理  

名物シチュー 

メイン料理 

あか牛のステーキ  

又は 

あか牛カツレツ 

〆の料理 

◆スリランカ風カレー 

◆ハヤシライス 

◆ピラフ ◆特製中華そば 

デザート 

食後のコーヒー又は紅茶 

      おまかせコース

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

￥6,000      ￥8,800 

コースのメイン料理・〆の料理を１つずつお選びください。 

※メニュー表記は全て税込み価格です。 

コース料理はテーブル毎のご注文となります、アレルギーのあるお客様はスタッフへお申し付け下さい 



前菜 

ポテトサラダ  ￥660   魚介のマリネ  ￥1,300 

トマトサラダ  ￥660  ガーリックシュリンプ ￥1,300 

パテドカンパーニュ ￥1,500   洋風牛筋煮込み  ￥1,300 

具沢山オムレツ  ￥1,500  

前菜盛り合わせ（1 人前） ￥1,300     前菜盛り合わせ(2 人前)  ￥2,200 

 

サラダ 

色々野菜のグリーンサラダ（野菜たっぷり）     \1,300 

※お好きなドレッシングを 1 つお選び下さい。 

◆オニオン ◆フレンチ ◆チーズソース(+¥3００) 

 

スモークサーモンのサラダ仕立て      ￥1,300 

 

千切りキャベツ           ￥300 

 

 



ハンバーグ＆ステーキ 

 

ステーキハンバーグ 

（和牛１００％で極力つなぎを減らしているため、肉の食感をお楽しみ頂けます。） 

１５０ｇ～    ￥1,800 

５０ｇ単位(\600)で３５０ｇまでご注文いただけます。 

 

特選牛ステーキ 

  １５０ｇ～    ￥3,600        

  ５０ｇ単位(\1,200)で４５０ｇまでご注文いただけます。 

 

熊本阿蘇あか牛（大塚牧場直送） 

   ロース   １００ｇ～    ￥4,400 

  ５０ｇ単位(\2,200)で４５０ｇまでご注文いただけます。 

 

   ヒレ    １００ｇ～    ￥6,000  

５０ｇ単位(\3,000)で２５０ｇまでご注文いただけます。 

 

200ｇ ￥2,400   

350ｇ ￥4200 

200ｇ ￥4,800   

350ｇ ￥8,400 

200ｇ ￥8,800   

350ｇ ￥15,400 

 

0000 

150ｇ ￥9,000   

250ｇ ￥15,000 

 



フライ料理    

       フライ料理には全て千切りキャベツが付きます。         

名物！鮑の殻入り海鮮クリームコロッケ  ￥3,300 

カニクリームコロッケ     １ヶ/ ￥900  

牡蠣フライ（10 月～3 月）    １ヶ/ 時価 

海老フライ      １本/ ￥650   

ミンチポテトコロッケ     １ヶ/ ￥600  

メンチカツ      １ヶ/ ￥900 

ひとくちヒレカツ     50g / ￥700 

ラムカツ        110ｇ/ ￥1,900 

ロースカツ       ￥1,700 

ヒレカツ        ￥1,900 

ビーフカツレツ       ￥2,400 

あか牛カツレツ       ￥4,500 

 

 

Ａセット（ポタージュ・サラダ・ライスｏｒパン） ￥1,000 

Ｂセット（ポタージュ・ライスｏｒパン）  ￥600 

※ライス大盛は＋￥110 

※ポタージュは味噌汁に変更できます。 



サンドウィッチ＆カレー＆ピラフ 

ロースカツサンド      ￥1,600 

ヒレカツサンド      ￥1,700 

ビーフカツサンド      ￥2,400 

あか牛カツサンド      ￥3,800 

スリランカ風ブラックチキンカレー  ￥1,400 

欧風ビーフカレー      ￥2,200 

ハヤシライス       ￥2,000 

じゃことおかかの炒めピラフ    ￥1,100 

ビーフガーリックライス    ￥1,700 

ちょこっとカレーソース    ￥500 

 ※カレーソースはお好みの量のライスと合わせてご注文下さい。 

 

 

小ライス￥250 ライス￥350  大ライス￥500 

パン    ￥250  

味噌汁  ￥250   季節のポタージュ ￥800 



土鍋煮込み料理＆グラタン 

 

ビーフシチュー       ￥2,600 

土鍋ハンバーグ       ￥1,900 

海老とブロッコリーのマカロニグラタン  ￥1,700 

 

 

 

 

お子様プレート 

海老フライとコロッケ、デミグラスソースのハンバーグ 

ポタージュとサラダ付き、ライス 又は パン  

食後のアイスクリーム 

￥1,800 

（お子様プレートのご注文は 12 歳以下のお子様に限ります）

 

 



デザート 

ロールケーキ（ ホワイトチョコガナッシュ）  ￥770 

プリン        ￥550 

濃厚ガトーショコラ      ￥880 

 

 

    かき氷 

みぞれ        ￥500 

抹茶        ￥600 

みぞれ金時        ￥600 

抹茶金時        ￥700 

レモン        ￥600 

カラメル        ￥700 

安倍川        ￥800 

極上ピスタチオ            ￥1000 

                                    



     

 

 

 

Dinner Menu 

 

 

 

 

 

 



Appetizer Platter 

 Seasonal Soup  

Deep Fried Dish  

Main Dish 

◆Beef Steak ◆Beef Cutlet 

◆Hamburger Steak 

◆Beef Stew 

Rice or Noodle 

◆Curry & Rice 

◆Hashed Beef & Rice 

◆Japanese Pilaf  

◆Chinese Noodle 

Dessert 

Coffee or Tea 

Appetizer Platter 

2nd Appetizer  

 Seasonal Soup  

Deep Fried Dish  

Beef Stew 

Main Dish 

◆”AKAUSHI” Beef Steak  

◆“AKAUSHI” Beef Cutlet 

Rice or Noodle 

◆Curry & Rice 

◆Hashed Beef & Rice 

◆Japanese Pilaf  

◆Chinese Noodle 

Dessert 

Coffee or Tea 

      Dinner Course 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

￥6,000      ￥8,800 

Please choose one Main dish and Rice or Noodle 

※All prices are tax included. 

※Please inform the staff if you have any allergies. 



Appetizer 

Potato Salad  ￥660   Marinated Seafood ￥1,300 

Tomato Salad  ￥660  Garlic Shrimp  ￥1,300 

Pate de Campagne ￥1,200   Stewed Beef Tendon￥1,300 

Omelette（Seafood ＆Vegetables）・・・・・・・・・・ ￥1,500  

Appetizer Platter・・・・・・・（for１person）￥1,300 (for２person)￥2,200 

 

Salad 
Mixed Green Salad        ￥1,300 

※Please choose your favorite dressing. 

◆Onion ◆French ◆Warm Cheese Sauce( +¥300 ) 

 

Smoked Salmon with Salad      ￥1,300 

 

Shredded Cabbage Salad  (with Onion Dressing)  ￥300 

 

 

※All prices are tax included. 

 



Hamburger Steak & Beef Steak 
 

Hamburg Steak 

（All Hamburg steaks use onion, spices, and eggs.  

100% Japanese beef only.） 

150 g ~/￥1,800~ 

You can order in units of 50 g(￥600)  150g ～ 350g 

 

Special Beef Steak 

  150 g ~/￥3,600~        

You can order in units of 50 g(￥1,200)  150g～450g 

 

 

”AKAUSHI” from Aso, Kumamoto（Otsuka Ranch） 

   Loin       100 g~/￥4,400~ 

You can order in units of 50 g(￥2,200)  100g～450g 

 

   Tender Loin 100 g~/￥6,000~  

You can order in units of 50 g(￥3,000)  100g～250g 

200 g ￥2,400   

350 g ￥4,200 

200 g ￥4,800   

350 g ￥8,400 

200 g ￥8,800   

350 g ￥15,400 

150 g ￥9,000   

250 g ￥15,000 

 



Deep Fried Dishes 

       All deep fried dishes come with shredded cabbage salad         

Seafood Cream Croquette with Abalone Shell ￥3,300 

Crab Cream Croquette  １piece/￥900 

Deep Fried Prawn  １piece/￥650 

Deep Fried Oyster  １piece/Market price 

Potato & Minced Meat Croquette  １piece/￥600 

Ground Meat Cutlet  １piece/￥900 

Pork Tender Loin Cutlet 50g/￥700 

Lamb Cutlet           110g/￥1,900 

Pork Loin Cutlet         ￥1,700 

Pork Tender Loin Cutlet ３pieces/￥1,900 

Beef Cutlet          ￥2,400 

“AKAUSHI” Beef Cutlet       ￥4,500 

 

【You can add a set to your favorite dishes.】 

Ａset（Soup・Salad・Rice or Bread）  ￥1,000 

Ｂset（Soup・Rice or Bread）    ￥600 

※Extra rice  +￥150 

※Soup can be changed to MISO soup 



Sandwich ＆ Curry ＆ Pilaf 

Pork Loin Cutlet Sandwich      ￥1,600 

Pork Tender Loin Cutlet Sandwich    ￥1,700 

Beef Cutlet Sandwich       ￥2,400 

AKAUSHI Beef Cutlet Sandwich     ￥3,800 

Sri Lankan-Style Black Chicken Curry    ￥1,400 

Hotel-Style Beef Curry       ￥2,200 

Hashed Beef with Rice        ￥2,000 

Japanese-Style Pilaf (Dried young sardines &  dried bonito)   ￥1,100 

Garlic Rice with Beef       ￥1,700 

Curry Sauce Only        ￥500 

 ※Please order in combination with rice 

 

 

Small Rice￥250 Rice￥350  Large Rice￥500 

Bread  ￥250  

Miso Soup ￥250       Seasonal Soup ￥800 

 



Stew & Gratin 

 

Beef Stew       ￥2,600 

Stewed Hamburger    ￥1,900 

Macaroni Gratin  

with Shrimp and Broccoli  ￥1,700 
 

 

 

 

 

 

Kids Plate 

Deep Fried Prawn & Potato Croquette, 

Mini Hamburger Steak with Demi-Glace Sauce 

Soup, Salad    Rice or Bread  Dessert 

￥1,800 

（Kids Plate orders are for children under 12 years old only）

 
※All prices are tax included. 



Dessert 

Roll Cake (White chocolate ganache)     ￥660 

Custard Pudding        ￥550 

Rich Gâteau au Chocolat      ￥800 

 

Shaved Ice 

”MIZORE“ (Standard syrup only)      ￥500 

”MATCHA” (Matcha syrup only)      ￥600 

”MIZORE KINTOKI” ( Standard syrup & Sweet bean paste)  ￥600 

”MATCHA KINTOKI” (Matcha syrup & Sweet bean paste) ￥700 

“ABEKAWA” (Roasted soybean flour, Brown sugar syrup,  ￥800 

    Sweet bean paste, Whipped cream) 

Lemon (Original lemon syrup)       ￥600 

Caramel (Caramel sauce)       ￥700 

Pistachio (Rich pistachio sauce)      ￥1000 

 

※All prices are tax included. 
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