
LOCOMOCO & AVOCADO
ロコモコ&アボカド
税別 1228（税込 1350）

TACORICE
タコライス
税別 1228（税込 1350）

MUSTARD CHICKEN
マスタードチキン
税別 1228（税込 1350）

LOCOMOCO & SHRIMP
ロコモコ&シュリンプ
税別 1346（税込 1480）

LOCOMOCO & MOCHIKO CHICKEN
ロコモコ&モチコチキン
税別 1346（税込 1480）

TEPPAN COMBO
w/ 1 drink1ドリンク付 OPTIONAL SET

ご一緒に
SAL AD & SOUP SE T
サラダ&スープ 税別 200

（税込 220）

【 cold 】COCA cola / ginger ale / pink lemonade / orange / apple / grapefruit

SET drinks

ドリンクセット

コカコーラ/ジンジャーエール/ピンクレモネード/オレンジジュース /アップルジュース / グレープフルーツジュース

【 hot or cold 】coffee / tea / oolong tea

コーヒー( ホットorアイス ) / 紅茶 ( ホットorアイス ) /ウーロン茶 ( ホットorアイス )

LOCOMOCO & SPARERIB
ロコモコ&スペアリブ
税別 1346（税込 1480）

LOCOMOCO & BEEF
ロコモコ& ビーフ
税別 1528（税込 1680）

Draft BEER

生ビール
WINE [ SPARKLING / WHITE / RED ]
ワイン（ スパークリング/白 /赤 ）

alcohol

アルコール  ＋税別  318（税込 350）で
セットドリンクを変更できます

FRIED POTATO.
フライドポテト付き

＋110（税込）でガーリックライスに変更できます

＋110（税込）でガーリックライスに変更できます ＋110（税込）でガーリックライスに変更できます ＋110（税込）でガーリックライスに変更できます ＋110（税込）でガーリックライスに変更できます

＋110（税込）でガーリックライスに変更できます ＋110（税込）でガーリックライスに変更できます



BEEF & BEEF COMBO
ビーフ&ビーフコンボ
税別 1528（税込 1680）

BEEF & SHRIMP COMBO
ビーフ&シュリンプコンボ
税別 1528（税込 1680）

BEEF & CHICKEN COMBO
ビーフ&チキンコンボ
税別 1630（税込 1482）

BEEF &  PORK SPARE RIB COMBO
ビーフ&ポークスペアリブコンボ
税別 1528（税込 1680）

TEPPAN BBQ COMBO
Garlic Rice & FRIED POTATO.

ガーリックライス  &
フライドポテト付き

w/ 1 drink1ドリンク付 OPTIONAL SET
ご一緒に

SAL AD & SOUP SE T
サラダ&スープ 税別 200

（税込 220）

【 cold 】COCA cola / ginger ale / pink lemonade / orange / apple / grapefruit

SET drinks

ドリンクセット

コカコーラ/ジンジャーエール/ピンクレモネード/オレンジジュース /アップルジュース / グレープフルーツジュース

Draft BEER

生ビール
WINE [ SPARKLING / WHITE / RED ]
ワイン（ スパークリング/白 /赤 ）

alcohol

アルコール  ＋税別  318（税込 350）で
セットドリンクを変更できます

【 hot or cold 】coffee / tea / oolong tea

コーヒー( ホットorアイス ) / 紅茶 ( ホットorアイス ) /ウーロン茶 ( ホットorアイス )



OPTIONAL SET
ご一緒に

SAL AD & SOUP SE T
サラダ&スープ 税別 200

（税込 220）HAMBURGER

ビーフ100%　極厚ビーフパテのチーズバーガー
CHEESE BURGER  ( Single patty  or  Double patty )

ビーフ100%
極厚ビーフパテのアボカドサルサバーガー

AVOCADO SALSA BURGER

※  画像はダブルです

ビーフ100%  極厚ビーフパテ
ルッコラとベーコンのガーリックペッパーバーガー 

ROCKET & BACON  GARLIC PEPPER BURGER

アボカドチーズバーガー
AVOCADO & CHEESE BURGER

チーズバーガー
CHEESE BURGER

メキシカンビーフバーガー
MEXICAN BEEF BURGER

（ シングル / single ）税別 1500（税込 1650）

税別 1637（税込 1800） 税別 1637（税込 1800）
税別 1137（税込 1250） 税別 1273（税込 1400）

税別 1228（税込 1350）
（ ダブル / double ）    税別 2364（税込 2600）

牛１００％パテの為、レア焼きで提供しております.

お好みの焼き加減がございましたら、

スタッフへお申し付けください .FRIED POTATO on the side.
フライドポテト添え

【 cold 】COCA cola / ginger ale / pink lemonade / orange / apple / grapefruit

SET drinks

ドリンクセット

コカコーラ/ジンジャーエール/ピンクレモネード/オレンジジュース /アップルジュース / グレープフルーツジュース

【 hot or cold 】coffee / tea / oolong tea

コーヒー( ホットorアイス ) / 紅茶 ( ホットorアイス ) /ウーロン茶 ( ホットorアイス ) Draft BEER

生ビール
WINE [ SPARKLING / WHITE / RED ]
ワイン（ スパークリング/白 /赤 ）

alcohol

アルコール  ＋税別  318（税込 350）で
セットドリンクを変更できます



STEAK ⁄ GRILL
w/ 1 drink & RICE orBREAD1ドリンク、ライスorパン付

AUSTRALIAN BEEF ROUND STEAK
麦黒牛ももステーキ
200g ⁄ 税別 1600（税込 1760）

100% JAPANESE BEEF HAMBURG
国産牛100％のハンバーグ( 250g )

250g ⁄ 税別 1546（税込 1700）

AUSTRALIAN BEEF ROUND STEAK & 100% JAPANESE BEEF HAMBURG
麦黒牛ももステーキ & 国産牛100％ハンバーグ
100g & 120g ⁄ 税別 1600（税込 1760）

BEEF MIXED CUT STEAK &
100% JAPANESE BEEF HAMBURG
ミックスカットステーキ&  国産牛 100％ハンバーグ 

BEEF MIXED CUT STEAK
ミックスカットステーキ ( 200g )

200g ⁄ 税別 1500（税込 1650）
100g & 120g ⁄ 税別 1546（税込 1700）

【 cold 】COCA cola / ginger ale / pink lemonade / orange / apple / grapefruit

SET drinks

ドリンクセット

コカコーラ/ジンジャーエール/ピンクレモネード/オレンジジュース /アップルジュース / グレープフルーツジュース

【 hot or cold 】coffee / tea / oolong tea

コーヒー( ホットorアイス ) / 紅茶 ( ホットorアイス ) /ウーロン茶 ( ホットorアイス ) Draft BEER

生ビール
WINE [ SPARKLING / WHITE / RED ]
ワイン（ スパークリング/白 /赤 ）

alcohol

アルコール  ＋税別  318（税込 350）で
セットドリンクを変更できます

FRIED POTATO.
フライドポテト付き

＋110（税込）でガーリックライスに変更できます

＋110（税込）でガーリックライスに変更できます
＋110（税込）でガーリックライスに変更できます

＋110（税込）でガーリックライスに変更できます

＋110（税込）でガーリックライスに変更できます

OPTIONAL SET
ご一緒に

SAL AD & SOUP SE T
サラダ&スープ 税別 200

（税込 220）



APPETIZER

MEXICAN NACHOS
メキシカンナチョス

FISH & CHIPS & ONION
フィッシュ & チップス & オニオン

CALAMARI FRITTER
カラマリフリット

GARLIC SHRIMP
ガーリックシュリンプ

MASHED POTATOES
マッシュポテト

GRILLED CHEESE CORN
グリルドチーズコーン

税別 819（税込 900） 税別 500（税込 550）

税別 819（税込 900）

税別 500（税込 550） 税別 710（税込 780）税別 800（税込 880）

TOPPINGS
CHEESE���CHILI BEAN���GRAVY

・グレービー
・チリビーンズ
・チーズ  
追加トッピング

各

FRENCH FRIES
フレンチフライ

税別 137
（税込 150）

税別 619（税込 680）

税別 4P/564（税込 620）
税別 6P/800（税込 880）

モチコチキン
MOCHIKO CHICKEN



税別 955（税込 1050）

税別  773（税込 850）

税別  1500（税込 1650）
税別  2000（税込 2200）

税別 800（税込 880） 税別 955（税込 1050）

税別 450（税込 500）

SALAD

コブサラダ
COBB SALAD

シーザーサラダ
CAESAR SALAD

カラマリサラダ
CALAMARI  SALAD

• GIRLIC SHRIMP / ガーリックシュリンプTOPPINGS
追加トッピング

税別 255（税込 280）• GREEN SALAD / グリーンサラダ
税別 255（税込 280）• CAESAR SALAD / シーザーサラダ

MINI SALAD
ミニサラダ

KIDS PLATE

KID΄S PLATE
[ CHICKEN RICE ⁄ HAMBURG ⁄ SHRIMP FRITTER ⁄ FRIED POTATO .. .ETC.]   
WITH  ORANGE JUICE.
チキンライス ＆ ハンバーグのキッズプレート（オレンジジュース付き）
＊小学生以下対象です.

ANNIVERSARY PLATE

アニバーサリープレート[要予約 ]

デザート２種盛り合わせ
デザート３種盛り合わせ



DESSERT & PANCAKE

・ice
 　-vanilla,chocolate-
・whipped cream
・berry sauce 
・banana

・アイス
         （バニラ、チョコレート） 
・ホイップクリーム
・ベリーソース
・バナナ

【 hot or cold 】coffee / tea / Cafe latte / Oolong Tea / Royal milk tea

【 cold 】COCA cola / ginger ale / pink lemonade / orange / apple / grapefruit

コーヒー( ホットorアイス ) / 紅茶 ( ホットorアイス ) /カフェラテ( ホットorアイス ) /ウーロン茶 ( ホットorアイス ) / ロイヤルミルクティー( ホットorアイス ) 

コカコーラ/ジンジャーエール/ピンクレモネード/オレンジジュース/アップルジュース / グレープフルーツジュース

パンケーキは焼き上がりまで15分前後お時間いただいております.

+ 250 drinks + 150 extra toppings + 450 double pancake
ドリンクセット

EARL GREY CHIFFON CAKE
アールグレイシフォン
税別  500（税込 550）

APPLE PIE W/VANILL A ICE CREAM
アップルパイ バニラ添え
税別  600（税込 660）

HOT BROWNIE
W/ VANILLA ICE CREAM
ホットブラウニー バニラアイス添え
税別  773（税込 850）

GÂTEAU AU CHOCOL AT
ガトーショコラ
税別  564（税込 620）

COOKIE & CREAM CHEESE CAKE
クッキー&クリームチーズ
税別  500（税込 550）

生チョコレートソース /ホイップクリーム /
ガトーショコラ/チョコレートアイス /チョコチップ
chocolate sauce / whipped cream / gateau chocolat
chocotale ice / chocolate chip

QUAT TRO CHOCOL ATE
クアトロチョコレート
税別  1091（税込 1200）

キャラメルソース /ローストアーモンド/バナナ/
ホイップクリーム
caramel sauce / almond / banana / whipped cream

MELTY CARAMEL & NUTS
メルティキャラメル&ナッツ
税別  864（税込 950）

vanilla ice / chestnut cream /
baked chestnut / salty caramel sauce /
whipped cream / sweet potato chip

バニラアイス /マロンクリーム / 焼き栗
塩キャラメルソース /ホイップクリーム /
さつまいもチップ

SALTY CARAMEL
MONT BL ANC
塩キャラメルモンブラン
税別  1091（税込 1200）

n.y.cheesecake / strawberry /
mixed berry sauce /
vanilla ice / whipped cream

NYチーズケーキ/ストロベリー/
ミックスベリーソース
バニラアイス /ホイップクリーム

STRAWBERRY CHEESECAKE

ストロベリーチーズケーキ
税別  1091（税込 1200）

ココナッツミルクソース/ピーナッツバター
ホイップクリーム /パイナップル/
バニラアイス /ローストココナッツ
coconut milk sauce / peanut butter /
whipped cream / pineapple / vanilla ice /
roasted coconut

PINACOL ADA

ピニャコラーダ
税別  1091（税込 1200）

バナナ/チョコレートソース /ホイップ
クリーム /チョコチップ

banana / chocolate sauce / whipped cream /
choco chip

CHOCOL ATE & BANANA

チョコレート&バナナ
税別  864（税込 950）

税別  228（税込 250）
トッピング
税別  136（税込 150）

パンケーキ ダブル
税別  409（税込 450）

butter / whipped cream

バター/ホイップクリーム

BUT TER & WHIPPED CREAM
バター&ホイップ
税別  773（税込 850）
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