LUNCH A La Carte アラカルト
アラカルトメニューには、フォカッチャがつきます。

Main メイン
エイジングビーフハンバーグ

150g

¥1,680

フィレミニヨンステーキ

150g

¥3,240

エイジングリブアイステーキ

200g

¥3,800

国 産 牛ステーキ

200g

¥4,200

九州産黒毛和牛サーロインステーキ

100g

¥3,800

Tボーンステーキ

2名様

¥12,960

3名様

¥19,440

4名様

¥25,920

Salad サラダ
九州産自然栽培野菜のサラダ

¥1,400

1 / 2サイズ

¥700

自家製スモークサーモン ピートの香り

¥1,780

1 / 2サイズ

¥890

自家製ベーコンのシーザーサラダ

¥1,780

1 / 2サイズ

¥890

Potage ポタージュ
本日のポタージュ

¥860

ロブスタービスク

¥1,780

Side Dish サイドディッシュ
マッシュポテト

¥860

ハンドカットフライドポテト & ビーツケチャップ

¥1,080

九州野菜のミックスグリル

¥1,300

Included Ta x

表示価格は税込となっております。

LUNCH COURSE MENU
ランチ コース メニュー
〜メインの種 類によって価格が異なります〜

カレー

¥2,600~

ハンバーグ

¥2,800

エイジングリブアイ e t c

¥3,800

Amuse
シフォン・サレ、ポークリブをサンドしたグジェール、キャラメルポップコーン

Salad
熊 本 県うさぎ農園の自然栽培野菜サラダ

Hors d'oeuvre
旬の食 材を使用した

シェフ特 製オードブル

Potage
シェフの厳選素材

大地のスープ

Main
メイン

Dessert
季節のデザート

After Tea
コーヒー、または紅茶

Included Ta x

表示価格は税込となっております。

CURRY COURSE
BUTCHER CURRY COURSE
〜BUTCHERカレーコース〜

¥2,600
アミューズ ・ サラダ・オードプル ・ スープ
★シェフ特製

BUTCHERカレー

デザート・コーヒーまたは紅茶

エイジング ハンバーグステーキカレー
Beef カレー

国産牛ロースステーキカレー

+ ¥380
+ ¥380
+ ¥1,200

BUTCHER CURRY
(with mini Salad)
アミューズ ・ シェフ特製 BUTCHERカレー ・ ミニサラダ

¥1,300

BUTCHER HumburgCURRY
or Beef CURRY (with mini Salad)
アミューズ ・ シェフ特製 エイジングハンバーグ カレー
or Beef カレー ・ ミニサラダ

¥1,680

BUTCHER Steak CURRY
(with mini Salad)
アミューズ ・ シェフ特製 国産牛ロースステーキカレー
・ ミニサラダ

¥2,500
LUNCH Dessert Set
(デザート＋コーヒーor紅茶）

¥500

LUNCH Coﬀee or Tea

¥200

Included Ta x

表示価格は税込となっております。

LUNCH COURSE
Aging Humburg COURSE
〜エイジングハンバーグステーキ ランチコース〜

¥2,800
アミューズ ・ サラダ ・ スープ ・ フォカッチャ
エイジング ハンバーグステーキ

デザート ・ コーヒーまたは紅茶

Aging Humburg & Hanging tender Steak COURSE
〜エイジングハンバーグ＆ハンギングテンダーステーキ ランチコース〜

¥2,900
アミューズ ・ サラダ ・ オードブル ・ スープ ・ フォカッチャ

エイジング ハンバーグステーキ & ハンギングテンダーステーキ
デザート ・ コーヒーまたは紅茶

Aging Beef Steak COURSE
〜エイジングリブアイステーキ ランチコース〜

¥3,800
アミューズ ・ サラダ ・ オードブル ・ スープ ・ フォカッチャ
エイジングリブアイステーキ

デザート ・ コーヒーまたは紅茶

Filet Mignon Steak or Japanese Beef Steak COURSE
〜フィレミニョンステーキ or 国産牛ロースステーキ ランチコース〜

¥3,800
アミューズ ・ サラダ ・ オードブル・スープ ・ フォカッチャ
フィレミニョンステーキ または 国産牛ロースステーキ
デザート ・ コーヒーまたは紅茶

Included Ta x

表示価格は税込となっております。

Premium Lunch Course
プレミアムランチコース

¥5,000

Amuse
シフォン・サレ、ポークリブをサンドしたグジェール、キャラメルポップコーン

Salad
熊 本 県うさぎ農園の自然栽培野菜サラダ

Hors d'oeuvre
旬の食 材を使用した シェフ特 製オードブル

Potage
シェフの厳選素材 大地のスープ
フォカッチャ

Poisson
本日の魚料理

Main
3 種のステーキよりお選びください
エイジングリブアイステーキ

フィレミニョンステーキ または 国産牛ロースステーキ

Dessert
季節のデザート

After Tea
コーヒー、または紅茶

Included Ta x

表示価格は税 込となっております。

T-BORN Steak Lunch
エイジングＴボーンステーキランチ
お一 人 様

¥7,600（ 2名 様より）

Amuse
シフォン・サレ、ポークリブをサンドしたグジェール、キャラメルポップコーン

Salad
熊 本 県うさぎ農園の自然栽培野菜サラダ

Hors d'oeuvre
旬の食 材を使用した

シェフ特 製オードブル

Potage
シェフの厳選素材 大地のスープ
フォカッチャ

Poisson
本日の魚料理

Main
“ドライエイジング”Ｔボーンステーキ

Dessert
季節のデザート

After Tea
コーヒー、または紅茶

Included Ta x

表示価格は税 込となっております。

LUNCH DRINK LIST
By The Glass set

¥1,500

All you can drink

¥3,000

ハウスワイン グラスセット

ハウスワインをお好きなだけ。

Sparkling Wine スパークリングワイン
White Wine 白ワイン
Red Wine 赤ワイン

Sparkling Wine スパークリングワイン
White Wine 白ワイン
Red Wine 赤ワイン

銘 柄は限 定になります。ご了承くださいませ。

銘柄は限 定になります。ご了承くださいませ。

By The Glass

Non Alcohol Cocktail

Glass Sparkling

¥650

グラス スパークリング

Glass Champagne

¥1,600

グラス シャンパーニュ

Red Wine Glass

¥650

White Wine Glass

¥650

ランチ グラスワイン赤
ランチ グラスワイン白

Wine Glass

¥1,200~

その他 グラス 赤ワイン、白ワイン各種

CASSIS OOLONGTEA

¥900

Dita Soda

¥900

Limoncello ginger

¥900

ディタ ソーダ

リモンチェッロ ジンジャー

¥800

Non Alcohol & Juice
Asahi Dry ZERO

アサヒ ドライゼロ

¥700

Non Alcohol Wine (Red or White) ¥700
Non Alcohol Sparkling Wine

¥800

Coca Cola

¥620

Wilkinson Ginger Ale

¥620

Blood Orange Juice

¥700

Dewlands Guava Juice

¥700

Katsunuma Grape Juice

¥850

Oolong Tea

¥620

コカ・コーラ

ジンジャーエール

シチリア産ブラッドオレンジジュース
南アフリカ産1 0 0％グァバジュース

Bottled Beer
Asahi Dry Premium

¥800

Samuel Adams

¥900

プレミアム熟 撰

サミエル アダムス ボストンラガー

Brewdog Punk IPA

¥1,000

Bairdbeer(Simaguni Stout)

¥1,000

ブリュードッグ パンクI PA

Suntory Master's Dream

Saratoga Cooler

サラトガクーラー

ノンアルコールスパークリングワイン

カシスウーロン

マスターズドリーム

¥800

ノンアルコールワイン

Cocktail

ベアードビール（ 島 国スタウト）

Shirley Temple

シャーリーテンプル

¥1,000

勝沼醸造 葡萄果汁（ストレート）
ウーロン茶

Mineral Water
Acqua Panna 1,000ml

¥1,000

San Pellegrino 1,000ml

¥1,000

アクアパンナ

サンペレ・グリーノ

Con s u m p ti on ta x will be a dded to your bill.

お会計の際、表示価格に別途消費税を加 算させて頂きます。

