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Today’
本日のスモーク

Fruits tomato pickles with Yuzu sorbet
フルーツトマトのピクルス　柚子ソルベ

Palm prosciutto + Today’
パルマ産プロシュート　＋　本日のフルーツ添え（＋¥700）

Starters

1 choice / ¥500～

¥900

¥900

Onion gratin soup
オニオングラタンスープ

Jumbo shrimp cocktail with horseradish sauce
ジャンボシュリンプカクテル　ホースラディッシュソース

Lobster cocktail with caviar aioli sauce
活ロブスターカクテル　キャビアアイオリソース

Buffalo chicken wings with blue cheese dip
バッファローチキンウィング　ブルーチーズディップ

Chicken nachos with tortilla chips
チキンナチョス　トルティーヤチップ

Marinated seafood
シーフードマリネ

Horse tartar steak roasted by wood fired grill
薪火で炙った馬肉のタルタルステーキ

¥900

1p / ¥800
 4p / ¥2500

Half / ¥2800
Full / ¥5000

4p / ¥980
6p / ¥1350

¥1200

¥1800

¥1900

Caesar salad of organic Romaine lettuce from the contract farms
有機ロメインレタス　シーザーサラダ

Chopped organic vegetable salad with buttermilk ranch dressing
チョップドサラダ　バターミルクランチドレッシング

Deep fried organic vegetables  charcoal powder coating of leek with pecorino
有機野菜のチャコールベーニェ　ペコリーノ

Small / ¥950
Regular / ¥1400

¥1600

¥1400

Appetizers

Vegetables

s smoke

s fruits



Meat
肉

Main 

T-bone steak - Tottori prefecture domestic cattle
鳥取県産　国産牛　Tボーンステーキ

L-bone steak - Tottori prefecture domestic cattle
鳥取県産　国産牛　Lボーンステーキ

Sirloin steak -  Tottori prefecture Wagyu “Oleic 55”
鳥取和牛オレイン５５　サーロインステーキ

Tenderloin steak - US Black Angus beef  USDA prime 
ブラックアンガス牛　USDAプライム　テンダーロイン

NY Striploin steak - US Black Angus beef USDA prime
USDA プライム　NYストリップサーロインステーキ

Rib eye roll steak - US Black Angus beef USDA prime
USDA プライム　リブアイステーキ

900g / ¥12800

800g / ¥11800

100g / ¥3600

150g / ¥3800
300g / ¥7200

150g / ¥2700
300g / ¥4800

200g / ¥3600
400g / ¥6500

Fish
魚

Today’
本日の鮮魚　シェフオススメの調理法で！

Spicy grilled tuna steak
マグロ　スパイシーステーキ

Market price / 時価

¥2800

※鳥取産和牛オレイン 55 は、年間 400 頭程度しか流通されない、「脂肪中にオレイン酸を 55％以上含有して

いること」を認定基準にいれた、脂肪のまろやかさと質にこだわり、やわらかくて、口溶けがよいお肉です。

Spring lamb rack - NZ WAKANUI
NZ 産ワカヌイ　スプリングラムラック　チミチュリソース

Chicken breast with Vindaloo paste
骨付き大山鶏モモ肉グリル ビンダルウペースト

Roasted Yonezawa pork loin 
米澤豚ロース　ピッツァイオーラ

Half rack / ¥2800
Full rack / ¥4800

400g / ¥2800

250g / ¥2800

Enjoy extensive selection of low-temperature aged tender steaks fresh off the wood fired grill with full of Umami.

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火で燻しながら、香ばしく焼き上げます。

BT

s fresh fish cooked with chef’ s recommended method
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Sides
French fries
フレンチフライ

Mushed potato
マッシュドポテト

German fried potatoes 
ジャーマンポテト  

Sautéed Shiitake mushrooms produced by  "Shiitake brothers"  in Gifu prefecture
しいたけブラザーズが育てた原木栽培椎茸のソテー  

Grilled organic vegetables from the contract farmhouses 
契約農家から届いた有機野菜のグリル　 

Steamed organic vegetables from the contract farmhouses  
契約農家から届いた有機野菜のスチーム シラチャ―アイオリソース　 

¥700

¥800

¥1200

¥1200

¥1200

¥1400

Fettucine of  whole wheat flour - Meat sauce of black hair Wagyu
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　

Linguine ” Pescatoral”  - Tomato cream sauce of lobster
リングイネ 活ロブスターのトマトクリームソース

BTBT ¥1800

※2～3人前　¥4600

Garlic rice  
ガーリックライス

Freshly baked bread assortment
パンの盛合せ

¥1200

¥500

Pasta

Rice / Bread

※表示価格に、消費税10％を加算致します。

BT 当店のオススメ料理となります。
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Hamburgers　

Sandwiches

BLT hamburger - smoked bacon, lettuce, tomato, lean beef and Wagyu beef patty 
BLT ハンバーガー　ベーコン　レタス　トマト　赤身と和牛のパティ 

Fried fish burger - Japanese style  
フライドフィッシュバーガー 和風仕立て

 ¥1500

¥1400

Toppings
トッピング

Avocado Wasabi cream cheese      Fried egg 
アボカド ¥100               山葵クリームチーズ ¥200      目玉焼き     ¥200

Italian sandwich - prosciutto,  mozzarella cheese and tomato
イタリアンサンド　プロシュート　モッツァレラ・チーズ　トマト

USDA prime rib eye steak sandwich  - BBQ sauce,  lettuce and onion 　
USDA リブアイステーキサンド　BBQソース　レタス　オニオン

USDA prime tenderloin cutlet sandwich served with French fries
USDA テンダーロイン　カツサンド 

"Wagyu" sandwich red wine mustard sauce served with French flies
黒毛和牛サーロインステーキサンド　赤ワインマスタードソース   

¥1800

¥2400

¥2600

¥3200

※表示価格に、消費税10％を加算致します。


