
☆Soup、Salad、T-ボーン又はブラックアンガス牛から1品、Dessertsから1品をお選びください。

　　食後にCaféをお選びいただけます。

Tottori Prefecture domestic cattle T- Bone

鳥取県産　国産牛T-ボーン　（2名様より） 1名様450ｇ～ 7500

Made in US black Angus beef  USDA prime ribiyeroll  　　

ブラックアンガス牛　リブアイロール　　　　 200ｇ 4000 300ｇ 5000

Made in US black Angus beef  USDA prime tenderloin 　　

ブラックアンガス牛　テンダーロイン 150ｇ 4500 250ｇ 6000

☆Soup、Appetizer、Pasta/Hamburgerから1品、Dessertsから1品をお選びください。 2500

　　食後にCaféをお選びいただけます。

☆Soup、Vegetable、Appetizer、Mainsから1品、Dessertsから1品をお選びください。 3500～

　　＋¥１０００で、Pasta料理を追加することが出来ます。　食後にCaféをお選びいただけます。

☆当店おススメの薪＋土佐備長炭で燻しながら焼き上げる 6000

ブラックアンガスビーフをメインにしたフルコース

※グループ皆さま、同じコースでお選び下さい

◇Glass champagne set 1200

　※乾杯酒として、グラスシャンパンを1杯お付けすることが出来ます。

◇Glass wine set 2400

　※ソムリエが料理に合わせて、少量４杯のグラスワインをチョイス致します。

～  　　Pasta  Set   　/　 　Hamburger　Set 　　～

～　低温熟成させてから、旨味と柔らかさを引き出したお肉を薪と土佐備長炭で燻しながら、香ばしく焼き上げます　～

全４品

《 　Weekend　Lunch　Menu　 》

～   　Lunch  Prefix  Course 　 ～

～ 　　Seasonal　Course 　　～

全７品

～  　Grill Steak Set 　～

全４品

全5品



soft buns  Homemade smoked bacon, lettuce and tomato
⇒ソフトバンズ　自家製スモークベーコン、レタス、トマト

Takumi of Daisen chicken 

匠の大山鶏 もも肉　ビンダルウペースト

”Iwatyu”Pork loin meat  Black assorted chili pepper  Garlic  Honey  Rosemary

岩手県産　岩中豚ロース　黒七味唐辛子　ニンニク　ハチミツ　ローズマリー

Made in NZ  WAKANUI  Spring lamb rack  　 

ニュージーランド産　ワカヌイ スプリングラムラック　チミチュリソース　 ＋ 1200

Made in US Black Angus beef USDA prime NY strip loin

US産ブラックアンガス牛 USDAプライム NYストリップロイン　　　 150g ＋ 1000

Made in US black Angus beef  USDA prime ribiyeroll  　　

US産ブラックアンガス牛 USDAプライム リブアイロール　　　 200g ＋ 1500

Made in US black Angus beef  USDA prime tenderloin 　　

US産ブラックアンガス牛 USDAプライム テンダーロイン 150g ＋ 2000

”Kuroge Wagyu” made in Tottori

鳥取県産　黒毛和牛サーロイン　 150g ＋ 2500

～低温熟成させてから、旨味と柔らかさを引き出したお肉を薪と土佐備長炭で燻しながら、香ばしく焼き上げます～

 《   Main　 》 

 《　　 Pasta　/　Hamburger　　　》 

Spaghetti arrabiata 

Fettucine of a whole wheat flour meat soace of black hair Japanese Cattle

全粒粉の手打ちフェットゥチーネ 　黒毛和牛のボロネーゼ　

BLT sandwich burger  150 grams of red beef made in US and coarseness grind pate of black hair Japanese Cattle

薪＋備長炭グリル　BLTバーガー 　US産赤身ビーフと黒毛和牛の粗挽きパティ　150g

スパゲッティ　青木農園　旬の有機野菜のアラビアータ

Today's fish dish

本日の魚料理

Black Cod Cajun spice Sauce roast

ブラックコッドのケイジャンスパイス　ロースト　タルタルソース

《　 Soup　 》 

《　 Appetizer　 》 

《　 Vegetable　 》 

前菜盛合せ

季節野菜のスープ

契約農家直送　有機野菜スティックサラダ　　クアトロチーズフォンデュ

Antipasto misto

Seasonal vegetable soup

Contract farmer direct delivery  Stick salad of organic vegetables  quattro cheese foudue



Custard pudding

カスタードプリン

Affogato of vanilla gelato

バニラジェラートのアフォガート　　

Tiramisu 

ティラミス　

The Wakuri's Mont Blanc boiled for ginger ale

ジンジャーエールで煮込んだ和栗のモンブラン　

Terrine from Schein Muscat  Raspberry source

皮ごと食べれるシャインマスカットのテリーヌ　ラズベリーソース

Today's Fruit tart 

本日のフルーツタルト

Espresso  Nicaragua　La copa de casa blanca　　

エスプレッソ   ニカラグア　カサブランカ農園　

Coffee Brazil　Fezenda　IBIPORA

コーヒー ブラジル　イビポラ農園 （HOT/COLD）

Caffe latte Nicaragua　La copa de casa blanca　　

カフェラテ ニカラグア　カサブランカ農園　 （HOT/COLD）

Cafe au lait Colombia　Darkroast

カフェオレ コロンビア　ダークロースト （HOT/COLD）

Cappuccino Nicaragua　La copa de casa blanca　　

カプチーノ ニカラグア　カサブランカ農園　

Organic hot tea Mighty-leaf San Francisco

紅茶　　又は　　ハーブティ　 マイティリーフ　サンフランシスコ ＋ 300
※ティーポットにて３００ｍｌで、ご提供致します。

ROYAL　ASSAM　ESTATE Mighty-leaf San Francisco

ロイヤルアッサムエステート（ミルクティ）　 マイティリーフ　サンフランシスコ ＋ 300
※ティーポットにて３００ｍｌで、ご提供致します。

Ice peach ginger tea Mighty-leaf San Francisco

アイスピーチジンジャーティ マイティリーフ　サンフランシスコ

 

※表示価格に、消費税８％を加算致します。

《　　　 Desserts　　　 》

 《 　　　Organic　Coffee　＆　Tea　　　 》 

マンゴー、　ピーチ、　ストロベリー、　ペパーミント、　ナチュラル　

アーモンド、　ヘーゼルナッツ、　キャラメル、　シナモン　

⇒マイティリーフをお選びの方は、下記のシロップから、１種類お選びください。


