
秋限定のランチメニュー １１：００～１４：３０

ライス（お替り無料）・コンソメスープ付き

秋なすとカットステーキ
１００ｇ １４５０円 ３０ｇ（３００円）ずつ増量できます

一番人気のやわらかカットステーキに今が旬の秋なすを丸々１本

添えてみました。

旬のきのこのハンバーグ
２００ｇ １０００円 ５０ｇ（２００円）ずつ増量できます

半年ぶりに完全復活！３種類のきのこをオイスターソースで炒め

てトッピング。仕上げにオニオンソースをかけます。

秋の新メニュー １１：００～２２：００

和風ドレッシングの

きのこサラダ ７００円

まさにきのこを食べていると感じられるように、３種類のきのこを

大きめに切ってたっぷりと乗せました。

おさつバター ４００円

短期間販売なのに反響の大きかったおさつバターが

秋メニューとして復活！熱々、甘々、ほくほくです！



ランチメニュー １１：００～１４：３０

ライス（お替り無料）・コンソメスープ付き

国産牛でつくった

炭火炙り

ハンバーグランチ
１５０ｇ １３００円

５０ｇ（４００円）ずつ増量できます

やわらかカット

ステーキランチ
１２０ｇ １３００円

おすすめ１８０ｇ

３０ｇ（３００円）ずつ増量できます

ゴーダチーズ

ハンバーグランチ
２００ｇ ９５０円

５０ｇ（２００円）ずつ増量できます

ガーリックカット

ステーキランチ
１２０ｇ １４５０円

３０ｇ（３００円）ずつ増量できます

鬼おろし和風

ハンバーグランチ
２００ｇ １０００円

５０ｇ（２００円）ずつ増量できます

ねぎまみれカット

ステーキランチ
１２０ｇ １４５０円

３０ｇ（３００円）ずつ増量できます

３種のごちそう

盛りランチ
９５０円

国産牛 リブロース

ステーキランチ
２００ｇ ２５００円

５０ｇ（６００円）ずつ増量できます

炭火焼きチキン

ステーキランチ
８５０円

サーロイン

ステーキランチ
２００ｇ ２０００円

５０ｇ（５００円）ずつ増量できます

ランチサラダ

１５０円

ランチドリンク 各１５０円

・ホットコーヒー ・アイスコーヒー

・コカコーラ ・ジンジャーエール

・ウーロン茶 ・オレンジジュース

・紅茶（アールグレイ）ホット or アイス

国産豚 ポーク

ステーキランチ
２００ｇ １０００円

５０ｇ（２５０円）ずつ増量できます



やわらか

カットステーキ
１２０ｇ １３００円

３０ｇ（３００円）ずつ

増量できます。

おすすめ１８０ｇ

柔らかく旨みの濃い味わいです。

クローバーの一番人気ステーキ

です。

ガーリックカットステーキ
１２０ｇ １４５０円

３０ｇ（３００円）ずつ増量できます

一番人気のやわらかカットステーキをガーリックで仕上げて

みました。スタミナ満点ステーキです。

秋なすとカットステーキ
１００ｇ １４５０円

３０ｇ（３００円）ずつ増量できます

１番人気のやわらかカットステーキに今が旬の秋なすを

丸々１本添えてみました。

ねぎまみれカットステーキ
１２０ｇ １４５０円

３０ｇ（３００円）ずつ増量できます

一番人気のやわらかカットステーキに細切りのねぎをごっそりと

のせました。仕上げは旨みたっぷりねぎゴマソースで！。

炭火焼き

チキンステーキ

２００ｇ

８５０円

チキンガーリックス

テーキ

２００ｇ

１０００円

クローバーセット 700円

・ライス

・コーンスープ

・サラダ

・ドリンク

サラダセット 550円

・ライス

・サラダ

・ドリンク or コーンスープ

ドリンクセット 350 円

・ライス

・ドリンク or コーンスープ

単品ライス ２００円

単品パン ２００円

ライスお替り無料です

国産牛

リブロース

ステーキ
２００ｇ ２５００円

５０ｇ（６００円）ずつ

増量できます。

おいしい肉を求めて産地は

その時によって変わります。

柔らかく、濃厚な脂の旨みがある

ステーキです。

サーロインステーキ
２００ｇ ２０００円

５０ｇ（５００円）ずつ増量できます

脂が少なく赤身肉の凝縮した味わいのステーキです。

ステーキの王様と呼ばれています。

国産牛 ヒレステーキ
１５０ｇ ３０００円

５０ｇ（１０００円）ずつ増量できます

きめ細かい肉質の柔らかいステーキです。

独特の濃い味わいが特徴です。

国産豚 ポークステーキ
２００ｇ １０００円

５０ｇ（２５０円）ずつ増量できます

おいしさを求めて国産にこだわりました。



ゴーダチーズ

ハンバーグ
２００ｇ ９５０円

味わいの強いゴーダチーズを

たっぷりと使ってみました。

自家製デミグラスソースとの

相性抜群です！

デミグラスソースのハンバーグ
２００ｇ ８５０円

もちろん自家製ハンバーグです。

肉々しさを感じられるように作ってみました。

旬のきのこのハンバーグ
２００ｇ １０００円

秋といえばコレ！ ３種類のきのこをオイスターソースで炒めてトッ

ピング。仕上げにオニオンソースをかけます。

鬼おろし和風ハンバーグ
２００ｇ １０００円

食感の強い鬼おろしにポン酢を合わせました。

大葉がアクセントのさっぱり系ハンバーグです。

オニオン・ベーコンの

ガーリックハンバーグ ２００ｇ １０００円

ハンバーグの上にオニオンステーキとベーコンを乗せて

ガーリックソースで仕上げた、がっつりメニューです！

クローバーセット 700円

・ライス

・コーンスープ

・サラダ

・ドリンク

サラダセット 5５0 円

・ライス

・サラダ

・ドリンク or コーンスープ

ドリンクセット 350 円

・ライス

・ドリンク or コーンスープ

単品ライス ２００円

単品パン ２００円

ハンバーグは５０ｇ（２００円）ずつ増量できます。 ライスお替り無料です

数量限定！

レアで提供 国産牛でつくった

炭火炙り

ハンバーグ
１５０ｇ １３００円

５０ｇ（４００円）ずつ増量できます

テーブルでハンバーグを割って仕上

げをします。ポン酢、ワサビを合わ

せて、とろける国産牛の旨みをたっ

ぷりと味わって下さい。

野菜ごろごろ煮込みハンバーグ
２００ｇ １２５０円

肉々しい自家製ハンバーグをたっぷり野菜と一緒に煮込んでみまし

た。デミグラスベースのソースに野菜のうまみが溶け込んでいます。

３種のごちそう盛り
９５０円

からあげのユーリンチソースがけ・ハンバーグ・やわらかカットステーキ

が１枚の鉄板に乗った、よくばりメニューです。

お子様

ハンバーグ

６００円

お子様

ステーキ

６００円



削りたてチーズの

シーザーサラダ
７００円

サウザンドレッシングの

具だくさんサラダ
７００円

和風ドレッシングの

きのこサラダ
７００円

食後のデザート

ニューヨーク

チーズケーキ ４５０円

めんや仁の手作り

シフォンケーキ ３５０円 バニラアイス ２５０円

おつまみＡＬＬ ６００円

エビときのこの

アヒージョ

バケット・・・１５０円

スモークサーモンの

カルパッチョ

オニオン

フラワー

炭火あぶり

タタキ

おさつバター ４００円

ソフトドリンク
各２００円

・ホットコーヒー

・アイスコーヒー

・コカコーラ

・ジンジャーエール

・ウーロン茶

・紅茶 （アールグレイ）ホットｏｒアイス

・オレンジジュース

アスパラガスの

グリル

ソーセージ＆ポテト

カマンベール

チーズフライ

ムール貝の

白ワイン煮

ボトルワインは別メニューで
アルコール
・グラスワイン ４００円

・デカンタワイン ８００円

・サッポロ黒ラベル 中ジョッキ ５００円

グラス ３５０円

・オールフリー （ノンアルコール） ３５０円

・サントリー 角ハイボール ４５０円

・レモンハイ・サワー ４５０円

・グレープフルーツハイ・サワー ４５０円

・ウーロンハイ ４５０円


