
ステーキランチ
Beef steak lunch

牛フィレステーキ または 牛ロースステーキ
Beef fillet steak or beef loin steak

下記よりお肉の種類とグラム数をお選びください。　Please choose the type and the number of grams of meat from the following. 

　　焼き野菜     サラダ　ご飯　     香の物          赤出汁     
Grilled vegetables　　Salad　　　Rice　　Pickled vegetables　　Red miso soup

シャーベット　コーヒー
 Sherbet　　　 　Coffee

先　付
Relish

ご飯はプラス1,000円で
「ガーリックライス茶漬け」にご変更いただけます。
Rice can be changed to garlic rice in broth soup with
an additional fee of ¥1,000.

表記の料金にはいずれも消費税が含まれます　画像は全てイメージです
All prices shown include tax　All images are just for reference

オーストラリア産牛
Australian beef

3,300円フィレ/Fillet steak100g  
ロース/Loin steak 130g  

3,800円フィレ/Fillet steak120g  
ロース/Loin steak 160g  

9,500円フィレ/Fillet steak100g  
ロース/Loin steak 130g  

11,000円フィレ/Fillet steak120g  
ロース/Loin steak 160g  

黒毛和牛【極上】
Japanese Black Wagyu beef【Premium】

メンバーズクラブ会員いずれも 10％OFF

6,800円フィレ/Fillet steak100g  
ロース/Loin steak 130g  

8,000円フィレ/Fillet steak120g  
ロース/Loin steak 160g  

黒毛和牛【特選】
Japanese Black Wagyu beef【Special selection】

ランチ限定



真珠B Shinju B真珠A Shinju A

伊勢海老テール〈外国産〉（1/2尾）の鉄板焼
Spiny lobster tail <imported> (1/2) teppanyaki

先 付
Relish

牛フィレステーキ（70g）
Beef fillet steak （70 grams）

4,500円〈オーストラリア産牛〉
Australian beef

7,700円〈 黒毛和牛【特選】 〉
Japanese Black Wagyu beef【Special selection】

9,700円〈 黒毛和牛【極上】 〉
Japanese Black Wagyu beef【Premium】

下記よりお肉の種類をお選びください。　Please choose the type of meat from the following.  

焼き野菜　　サラダ
Grilled vegetables　　Salad 　　

  ご飯　    香の物         赤出汁     
Rice　 Pickled vegetables　Red miso soup

シャーベット
Sherbet

蝦夷鮑（1個）の鉄板焼
Ezo abalone (1 pc) teppanyaki

先 付
Relish

牛フィレステーキ（70g）
Beef fillet steak （70 grams）

焼き野菜　　サラダ
Grilled vegetables　　Salad 　　

  ご飯　    香の物         赤出汁     
Rice　 Pickled vegetables　Red miso soup

シャーベット
Sherbet

ご飯はプラス1,000円でガーリックライス茶漬けにご変更いただけます
 Rice can be changed to garlic rice in broth soup with an additional fee of ¥1,000.

え　ぞ

4,300円〈オーストラリア産牛〉
Australian beef

7,500円〈 黒毛和牛【特選】 〉
Japanese Black Wagyu beef【Special selection】

9,500円〈 黒毛和牛【極上】 〉
Japanese Black Wagyu beef【Premium】

表記の料金にはいずれも消費税が含まれます　画像はイメージです
All prices shown include tax　All images are just for reference メンバーズクラブ会員いずれも 10％OFF

ランチ限定



恵 Megumi伊勢海老と鮑、ステーキのコース
A course consisted of spiny lobster,

abalone, and beef steak

先　付
Relish

伊勢海老テール〈外国産〉（1/2尾）と蝦夷鮑（1個）の鉄板焼
Spiny lobster tail <imported> (1/2) and Ezo abalone (1 pc) teppanyaki

牛フィレステーキ（100g） または 牛ロースステーキ（130g）
Beef fillet steak (100g) or beef loin steak (130g)

下記よりお肉の種類をお選びください。　Please choose the type of meat from the following.  

焼き野菜　　サラダ
Grilled vegetables　　Salad 　　

  ご飯　     香の物          赤出汁     
Rice　　Pickled vegetables　　Red miso soup

シャーベット
Sherbet

ご飯はプラス1,000円でガーリックライス茶漬けにご変更いただけます
 Rice can be changed to garlic rice in broth soup with an additional fee of ¥1,000.

表記の料金にはいずれも消費税が含まれます　画像は全てイメージです
All prices shown include tax　All images are just for reference

え　ぞ

7,200円 メンバーズクラブ
会員特別料金6,000円

オーストラリア産牛
Australian beef

12,400円 メンバーズクラブ
会員特別料金11,000円

黒毛和牛【特選】
Japanese Black Wagyu beef【Special selection】

ランチ限定



表記の料金にはいずれも消費税が含まれます　画像は全てイメージです
All prices shown include tax　All images are just for reference

彩 Irodori

先　付
Relish

伊勢海老テール〈外国産〉（1/2尾）・帆立貝柱（1個）・白身魚の鉄板焼
Spiny lobster tail <imported> (1/2), scallop (1 pc), and white fish teppanyaki

牛フィレステーキ（100g） または 牛ロースステーキ（130g）
Beef fillet steak (100g) or beef loin steak (130g)

下記よりお肉の種類をお選びください。　Please choose the type of meat from the following.  

焼き野菜　　サラダ
Grilled vegetables　　Salad 　　

  ご飯　     香の物          赤出汁     
Rice　　Pickled vegetables　　Red miso soup

シャーベット
Sherbet

ご飯はプラス1,000円でガーリックライス茶漬けにご変更いただけます
 Rice can be changed to garlic rice in broth soup with an additional fee of ¥1,000.

7,200円 メンバーズクラブ
会員特別料金6,000円

オーストラリア産牛
Australian beef

12,400円 メンバーズクラブ
会員特別料金11,000円

黒毛和牛【特選】
Japanese Black Wagyu beef【Special selection】

ランチ限定



海の幸ランチ

3,200円

Seafood lunch

鯛、伊勢海老テール〈外国産〉（1/2尾）、帆立貝柱（1個）の鉄板焼
Sea bream, spiny lobster tail <imported> (1/2), and scallop (1 pc) teppanyaki

焼き野菜
Grilled vegetables

サラダ
Salad

  ご飯　     香の物          赤出汁     
Rice　　Pickled vegetables　　Red miso soup

コーヒー
Coffee

ご飯はプラス1,000円で
「ガーリックライス茶漬け」にご変更いただけます。
Rice can be changed to garlic rice in broth soup with
an additional fee of ¥1,000.

表記の料金にはいずれも消費税が含まれます　画像はイメージです
All prices shown include tax　All images are just for reference メンバーズクラブ会員いずれも 10％OFF

ランチ限定



有馬Arima鉄板焼
Teppanyaki 

黒毛和牛フィレステーキ または 黒毛和牛ロースステーキ
Japanese Black wagyu beef fillet steak or Japanese Black wagyu beef loin steak

下記よりお肉の種類とグラム数をお選びください。　Please choose the type and the number of grams of meat from the following.  

焼き野菜　　　サラダ　　 ガーリックライス茶漬け
Grilled vegetables     　　Salad　　　　　 Garlic rice in broth soup   　　

シャーベット
Sherbet

先　付
Relish

造り八寸 〈伊勢海老造り 黒毛和牛炙り寿司 小鉢2種 〉
Sashimi appetizer (spiny lobster sashimi, 

lightly-broiled sushi of Japanese Black wagyu beef, two small-bowl dishes)

黒毛和牛【特選】
Japanese Black Wagyu beef【Special selection】

14,000円フィレ /Fillet steak100g  
ロース /Loin steak 150g  A

16,000円フィレ /Fillet steak130g  
ロース /Loin steak 200g  B

黒毛和牛【極上】
Japanese Black Wagyu beef【Premium】

17,500円フィレ /Fillet steak100g  
ロース /Loin steak 150g  A

20,500円フィレ /Fillet steak130g  
ロース /Loin steak 200g  B

※表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます
※画像はイメージです
※All prices shown include tax and a 10% service fee
※All images are just for reference. 

メンバーズクラブ会員いずれも 10％OFF



黒毛和牛 笛 Fue

黒毛和牛フィレステーキ または 黒毛和牛ロースステーキ
Japanese Black wagyu beef fillet steak or Japanese Black wagyu beef loin steak

下記よりお肉の種類とグラム数をお選びください。　Please choose the type and the number of grams of meat from the following.  

焼き野菜　　サラダ
Grilled vegetables　　Salad 　　

  ご飯　     香の物          赤出汁     
Rice　　Pickled vegetables　　Red miso soup

シャーベット
Sherbet

先　付
Relish

ご飯はプラス1,000円でガーリックライス茶漬けにご変更いただけます
 Rice can be changed to garlic rice in broth soup with an additional fee of ¥1,000.

黒毛和牛【特選】
Japanese Black Wagyu beef【Special selection】

9,500円フィレ /Fillet steak100g  
ロース /Loin steak 150g  A

11,800円フィレ /Fillet steak130g  
ロース /Loin steak 200g  B

黒毛和牛【極上】
Japanese Black Wagyu beef【Premium】

13,000円フィレ /Fillet steak100g  
ロース /Loin steak 150g  A

16,300円フィレ /Fillet steak130g  
ロース /Loin steak 200g  B

※表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます
※画像はイメージです
※All prices shown include tax and a 10% service fee
※All images are just for reference. 

メンバーズクラブ会員いずれも 10％OFF



黒毛和牛 灘 Nada

黒毛和牛フィレステーキ または 黒毛和牛ロースステーキ
Japanese Black wagyu beef fillet steak or Japanese Black wagyu beef loin steak

下記よりお肉の種類とグラム数をお選びください。　Please choose the type and the number of grams of meat from the following.  

焼き野菜　　サラダ 　 ご飯　     香の物          赤出汁     
Grilled vegetables　　Salad　　　  Rice　　Pickled vegetables　　Red miso soup  　　

シャーベット
Sherbet

先　付
Relish

ご飯はプラス1,000円でガーリックライス茶漬けにご変更いただけます
 Rice can be changed to garlic rice in broth soup with an additional fee of ¥1,000.

帆立貝柱（2個）の鉄板焼
Scallop（2 pc） teppanyaki

黒毛和牛【特選】
Japanese Black Wagyu beef【Special selection】

11,500円フィレ /Fillet steak100g  
ロース /Loin steak 150g  A

13,800円フィレ /Fillet steak130g  
ロース /Loin steak 200g  B

黒毛和牛【極上】
Japanese Black Wagyu beef【Premium】

15,000円フィレ /Fillet steak100g  
ロース /Loin steak 150g  A

18,300円フィレ /Fillet steak130g  
ロース /Loin steak 200g  B

※表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます
※画像はイメージです
※All prices shown include tax and a 10% service fee
※All images are just for reference. 

メンバーズクラブ会員いずれも 10％OFF



黒毛和牛 夕凪 Yuunagi

黒毛和牛フィレステーキ または 黒毛和牛ロースステーキ
Japanese Black wagyu beef fillet steak or Japanese Black wagyu beef loin steak

下記よりお肉の種類とグラム数をお選びください。　Please choose the type and the number of grams of meat from the following.  

焼き野菜　　サラダ 　 ご飯　     香の物          赤出汁     
Grilled vegetables　　Salad　　　  Rice　　Pickled vegetables　　Red miso soup  　　

シャーベット
Sherbet

先　付
Relish

前菜5種盛り合わせ
Assortment of five appetizers

ご飯はプラス1,000円でガーリックライス茶漬けにご変更いただけます
 Rice can be changed to garlic rice in broth soup with an additional fee of ¥1,000.

伊勢海老（1/2尾）と鮑（1/2個）の鉄板焼
Spiny lobster (1/2 pc) and abalone (1/2 pc) teppanyaki

黒毛和牛【特選】
Japanese Black Wagyu beef【Special selection】

22,000円フィレ /Fillet steak100g  
ロース /Loin steak 150g  A

24,300円フィレ /Fillet steak130g  
ロース /Loin steak 200g  B

黒毛和牛【極上】
Japanese Black Wagyu beef【Premium】

25,500円フィレ /Fillet steak100g  
ロース /Loin steak 150g  A

28,800円フィレ /Fillet steak130g  
ロース /Loin steak 200g  B

※表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます
※画像はイメージです
※All prices shown include tax and a 10% service fee
※All images are just for reference. 

メンバーズクラブ会員いずれも 10％OFF



黒毛和牛 明石Akashi

黒毛和牛フィレステーキ または 黒毛和牛ロースステーキ
Japanese Black wagyu beef fillet steak or Japanese Black wagyu beef loin steak

下記よりお肉の種類とグラム数をお選びください。　Please choose the type and the number of grams of meat from the following.  

シャーベット
Sherbet

先　付
Relish

前菜5種盛り合わせ
Assortment of five appetizers

ご飯はプラス1,000円でガーリックライス茶漬けにご変更いただけます
 Rice can be changed to garlic rice in broth soup with an additional fee of ¥1,000.

伊勢海老（1/2尾） または 鮑（1/2個） または 車海老（2尾）の鉄板焼
Spiny lobster (1/2) or abalone (1/2) or Japanese tiger prawn (2 pcs) teppanyaki

焼き野菜　　サラダ 　 ご飯　     香の物          赤出汁     
Grilled vegetables　　Salad　　　  Rice　　Pickled vegetables　　Red miso soup  　　

黒毛和牛【特選】
Japanese Black Wagyu beef【Special selection】

16,000円フィレ /Fillet steak100g  
ロース /Loin steak 150g  A

18,000円フィレ /Fillet steak130g  
ロース /Loin steak 200g  B

黒毛和牛【極上】
Japanese Black Wagyu beef【Premium】

19,500円フィレ /Fillet steak100g  
ロース /Loin steak 150g  A

22,500円フィレ /Fillet steak130g  
ロース /Loin steak 200g  B

※表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます
※画像はイメージです
※All prices shown include tax and a 10% service fee
※All images are just for reference. 

メンバーズクラブ会員いずれも 10％OFF



海の幸ディナー

9,200円

焼き野菜　　　サラダ
Grilled vegetables     　　Salad 　　

  ご飯　     香の物          赤出汁     
Rice　　Pickled vegetables　　Red miso soup

シャーベット
Sherbet

先　付
Relish

ご飯はプラス1,000円でガーリックライス茶漬けにご変更いただけます
 Rice can be changed to garlic rice in broth soup with an additional fee of ¥1,000.

鯛、伊勢海老（1/2尾）、帆立貝柱（1個）の鉄板焼
Sea bream, spiny lobster (1/2), and scallop (1 pc) teppanyaki

Seafood dinner

※表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます
※画像はイメージです
※All prices shown include tax and a 10% service fee
※All images are just for reference. 

メンバーズクラブ会員いずれも 10％OFF



ガーリックライス茶漬け
Garlic rice in broth soup 

1,250円

Lightly-broiled sushi of Japanese Black wagyu beef【Special selection】 (2 pcs)
黒毛和牛【特選】炙り寿司（2貫） 1,500円

表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます　画像は全てイメージです
All prices shown include tax and a 10% service fee　All images are just for reference. 

1,000円コース料理をお召しあがりの方は
Special price for those who eat a course meal



Kids' meal

お子様プレート

1,500円

サツマイモのスープ
Sweet potato soup

エビフライ   ポテトフライ     鶏唐揚げ 
Deep-fried shrimp　　 French fries　　Deep-fried chicken

オムレツ    ウインナー    牛肉のソテー  サラダ
Omelet　　　Vienna sausage　　　Sautéed beef　　　Salad

ご飯　　　ふりかけ　　
Rice　　Sprinkle rice seasoning

フルーツ  バニラアイス
Fruit　　　　 Vanilla　

表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます　画像はイメージです
All prices shown include tax and a 10% service fee　All images are just for reference. 



表記の料金にはいずれも消費税・サービス料10％が含まれます
All prices shown include tax and a 10% service fee

お好みのグラム数をスタッフにお申し付けください
Please tell the staff how many grams you would like.

Beef steak à la carte
ステーキ アラカルト

À la carte
アラカルト

◆ 鉄板焼  Teppanyaki

伊勢海老（1/2尾）
Spiny lobster (1/2)
 
鮑（1/2個）
Abalone (1/2) 

車海老（2匹）
Japanese tiger prawn (2 pcs) 

帆立貝柱（3個）
Scallop (3 pcs) 

6,000円

6,000円

4,500円

2,000円

八寸（7種盛り）
Appetizer (assortment of seven appetizers)

造り盛り合わせ
Assortment of sashimi

伊勢海老（1/2尾）の造り
Sashimi of spiny lobster (1/2)

天ぷら盛り合わせ
Assortment of tempura

ガーリックライス
Garlic rice

ガーリックライス茶漬け
Garlic rice in broth soup 

黒毛和牛【特選】炙り寿司（2貫）
Lightly-broiled sushi of Japanese
Black wagyu beef【Special selection】 (2 pcs)

2,500円

2,500円

6,000円

3,500円

1,000円

1,250円

1,500円

黒毛和牛【特選】
Japanese Black Wagyu beef 【Special selection】

フィレステーキ 〈10g～〉
Beef fillet steak 
ロースステーキ 〈10g～〉
Beef loin steak

760円～

560円～

黒毛和牛【極上】
Japanese Black Wagyu beef 【Premium】

フィレステーキ 〈10g～〉
Beef fillet steak 
ロースステーキ 〈10g～〉
Beef loin steak

 1,050円～

870円～


