
Appetizer  前菜
コブサラダ

Grill Plate  グリルプレート
オーストラリア産牛ハラミ 30g
オーストラリア産牛カルビ 30g
オーストラリア産牛サーロイン 30g
バッファローチキンウイング串

厚切りベーコン
チョリソーソーセージ
ホタテのケイジャンマリネ

海老
サーモンの包み焼き　グリビッシュソース

なす、玉ねぎ、パプリカのローズマリーとガーリックのマリネ
アスパラガス
かぼちゃ
ジャガイモ

ガーリックブレッド

チーズフォンデュ

Dessert  デザート
マシュマロ
ソフトクリーム

Appetizer  前菜
コブサラダ

Grill Plate  グリルプレート
国産牛サーロイン 50g
国産牛カルビ 30g
牛タン 30g

バッファローチキンウイング串
厚切りベーコン

チョリソーソーセージ
ホタテのケイジャンマリネ
オマール海老テール

サーモンの包み焼き　グリビッシュソース
オイスター　ペペロンチーノ風

なす、玉ねぎ、パプリカのローズマリーとガーリックのマリネ
アスパラガス
かぼちゃ
ジャガイモ

ガーリックブレッド

チーズフォンデュ

Dessert  デザート
マシュマロ
ソフトクリーム

●ジンジャーソース ●BBQソース ●柚子胡椒 ●粒マスタード ●マスタードセレクション ●タバスコセレクションSauce  ソース

BBQ
DINNER

表示料金に別途税金とサービス料が追加されます。

¥8,000¥6,500



¥8,000¥6,500

Appetizer
Cobb salad

Grill Plate
Australian Beef Harami 30g
Australian Beef Karubi 30g
Australian Beef sirloin 30g
Buffalo chicken wing skewer
Thick sliced BBQ bacon
Chorizos sausage
Cajun scallop
Prawn

Salmon grilled in foil with Gribiche sauce
Eggplant, onion and paprika with rosemary garlic oil

Asparagus
Pumpkin
Potato

Garlic bread

Cheese fondue

Dessert
Marshmallows
Ice cream

Appetizer
Cobb salad

Grill Plate
Domestic beef Karubi 50g
Domestic beef sirloin 30g
Beef tongue with lime 30g
Buffalo chicken wing skewer
Thick sliced BBQ bacon
Chorizos sausage
Cajun scallop
Lobster tail

Salmon grilled in foil with Gribiche sauce
Oyster pepperoncino

Eggplant, onion and paprika with rosemary garlic oil
Asparagus
Pumpkin
Potato

Garlic bread

Cheese fondue

Dessert
Marshmallows
Ice cream

Prices are subject to applicable tax and service charge.

●Ginger ●BBQ ●Yuzu pepper ●Selection of mustard ●Selection of tabascoSauce  ソース

BBQ
DINNER



Appetizer  前菜
シーザーサラダ

Grill Plate  グリルプレート
オーストラリア産牛ハラミ 30g
オーストラリア産牛カルビ 30g
オーストラリア産牛サーロイン 30g
バッファローチキンウイング串

厚切りベーコン
ハーブソーセージ
ケイジャンシュリンプ

サーモンの包み焼き　グリビッシュソース
なす、玉ねぎ、パプリカのローズマリーとガーリックのマリネ

アスパラガス
ジャガイモ

ガーリックブレッド

日替わりカレーライス

Dessert  デザート
マシュマロ

オーストラリア産牛カルビ（100g）  ¥1,200
オーストラリア産牛サーロイン（100g） ¥1,300
国産牛カルビ（100g）  ¥1,800
国産牛サーロイン（100g） ¥2,000
牛タン（100g）  ¥1,500
ホタテのケイジャンマリネ（3個） ¥800
オマール海老テール（半尾） ¥800
オイスターペペロンチーノ風（2ピース） ¥800
シーフードプレート ¥2,000
ホタテ（2）、海老（2）、イカ（2）、オイスターペペロンチーノ風（2）

　　　　 Appetizer  前菜
前菜盛り合わせ ¥2,000
チーズ盛り合わせ ¥1,800

　　　   Snack menu  スナック
ポップコーンシュリンプ ¥1,000
フィッシュ＆チップス ¥1,200
オニオンリング ¥950
ガーリックブレッド（3ピース） ¥500

　　　 Kids menu  お子様メニュー
フライドポテト ¥500
ホットドッグ ¥800
フライドチキン ¥800
ハンバーガー ¥1,000
ソフトクリーム ¥500

BBQ
Lunch
¥5,000
(土日祝¥6,000)

表示料金に別途税金とサービス料が追加されます。

A la carte  アラカルトSet menu  セットメニュー

ジンジャーソース、BBQソースなど、
コンディメントコーナーより

お好きなソースをお選びください。



Appetizer
Caesar salad

Grill Plate
Beef Harami 30g
Beef Karubi 30g
Beef sirloin 30g

Buffalo chicken wing skewer
Thick sliced bacon
Herb Sausage 
Cajun prawn

Salmon grilled in foil with Gribiche sauce
Eggplant, onion and paprika with rosemary garlic oil

Asparagus
Potato

Garlic bread

Curry of the day with rice

Dessert
Marshmallows

Australian beef Karubi（100g）  ¥1,200
Australian beef sirloin（100g） ¥1,300
Domestic beef Karubi（100g）  ¥1,800
Domestic beef sirloin（100g） ¥2,000
Beef tongue with lime（100g）  ¥1,500
Cajun scallops（3 pieces） ¥800
Half lobster tail（1/2 piece） ¥800
Oyster pepperoncino（2 pieces） ¥800
Seafood platter ¥2,000
Cajun scallops（2）, prawn（2）, squid（2）, oyster pepperoncino（2）

　　　　　 Appetizer
Charcuterie platter ¥2,000
Assorted cheese platter ¥1,800

　　　　　Snack menu
Popcorn shrimp ¥1,000
Fish and chips ¥1,200
Crispy onion rings ¥950
Garlic bread（3 pieces） ¥500

　　　　　 Kids menu
French fries ¥500
Hot dog ¥800
Fried chicken ¥800
Hamburger ¥1,000
Ice cream ¥500

BBQ
Lunch
¥5,000

(Weekend & Holiday ¥6,000)
Prices are subject to applicable tax and service charge.

A la carteSet menu

Please choose sauce selections,
such as BBQ sauce and Ginger sauce
from our Condiment corner.



BBQ
A la carte
Menu

表示料金に別途税金とサービス料が追加されます。
Prices are subject to applicable tax and service charge.

牛カルビ　Beef Karubi（100g）  ¥1,200

オーストラリア産牛サーロイン　Australian grain-fed beef sirloin（100g） ¥1,300

国産牛カルビ　Domestic beef Karubi（100g）  ¥1,800

国産牛サーロイン　Domestic beef sirloin（100g） ¥2,000

牛タン　Beef tongue（100g）  ¥1,500

ホタテのケイジャンマリネ　Cajun scallops（3 pieces） ¥800

オマール海老テール　Lobster tail with garlic oil（1/2 piece） ¥800

オイスターペペロンチーノ風　Oyster pepperoncino（2 pieces） ¥800

シーフードプレート　Seafood platter ¥2,000
ホタテ（2）、海老（2）、イカ（2）、オイスターペペロンチーノ風（2）
Cajun scallops（2）, prawn（2）, squid（2）, oyster pepperoncino（2）

　　　　　 Appetizer  前菜
前菜盛り合わせ　Charcuterie platter ¥2,000

チーズ盛り合わせ　Assorted cheese platter ¥1,800

　　　　   Snack menu  スナック
ポップコーンシュリンプ　Popcorn shrimp ¥1,000

フィッシュ＆チップス　Fish and chips ¥1,200

オニオンリング　Crispy onion rings ¥950

ガーリックブレッド　Garlic bread（3 pieces） ¥500

　　 Kids menu  お子様メニュー

フライドポテト　French fries ¥500

ホットドッグ　Hot dog ¥800

フライドチキン　Fried chicken ¥800

ハンバーガー　Hamburger ¥1,000

　　　 Dessert  デザート
ソフトクリーム　Ice cream ¥500

Grill Plate
グリルプレート


