
海の幸の贅沢カレーライス / ランチセット

海の幸の贅沢カレーライス

seafood curry

お好きなカレーとサラダ、小アイスクリームまたは小コーヒーのセット

【Lunch time限定】
ランチタイムだけのお得なセット

プチ・コンビネーションサラダ

￥1,980単品

￥2,200

￥3,080単品

￥3,300

Matsusaka beef royal black curry

松阪牛ロイヤルブラックカレー /ランチセット

松阪牛ロイヤルブラックカレー

+
小アイスクリーム

または

小コーヒー

［山椒 / チャイ / バニラ］

プチ・コンビネーションサラダ
+

小アイスクリーム

または

小コーヒー

［山椒 / チャイ / バニラ］

　[１１：００～１５：００]

価格は全て税込です。
※食材によるアレルギーがあるお客様はお申し付け下さい。

三重の伊勢海老をはじめ海の幸が溶け込んだシーフードカレー 伊藤牧場松阪牛Ａ５ランク１００％使用

+

or

+

or

ランチセット ランチセット

Half saize￥1,540ハーフサイズHalf saize ￥990ハーフサイズ
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価格は全て税込です。

松阪牛ハヤシライス / ランチセット

※食材によるアレルギーがあるお客様はお申し付け下さい。

松阪牛ブラックカレー / ランチセット

Matsusaka beef black curry Matsusaka beef hashed beef rice

伊藤牧場松阪牛Ａ５ランク１００％使用伊藤牧場松阪牛Ａ５ランク１００％使用

松阪牛ブラックカレー

プチ・コンビネーションサラダ +

￥2,200単品

￥2,420

小コーヒー小アイスクリーム
［山椒 /チャイ /バニラ］または

or

ランチセット

Half saize￥1,100ハーフサイズ

￥3,300ランチセット

伊勢湾産　鮑カレー / ランチセット伊勢湾産　鮑＆伊勢海老カレー / ランチセット

Ise bay Abalone&Ise Robster curry Ise bay Abalone curry

伊勢湾産あわびを贅沢に使用したシーフードカレー伊勢湾産あわびと伊勢海老を贅沢に使用したシーフードカレー

伊勢湾産　鮑＆伊勢海老カレー ￥3,850単品

￥4,070ランチセット

松阪牛ハヤシライス ￥3,080単品

Half saize￥1,540ハーフサイズ

￥5,500単品

￥5,720

伊勢志摩産　鮑カレー

ランチセット

ランチセットはサラダ、小アイスクリームまたは小コーヒーが付きます

プチ・コンビネーションサラダ + 珈琲または紅茶
petit-Combination salad + coffee or tea 

カレーセット

※「サウザンアイランドドレッシング」が苦手な方はお申し付けください

￥880＋
プラス

ハーフサイズの
カレーを
ご注文の方におすすめ

���������
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価格は全て税込です。
※食材によるアレルギーがあるお客様はお申し付け下さい。

soup of the season ￥1,320

季節のスープ［冷製コーンスープ］

 Appetizers & Salads
前菜　＆　サラダ

Soups
スープ

assortment of 3 kinds of raw ham ￥990

生ハム２種とサラミの盛り合わせ

生ハム２種とサラミ ブッラータの盛り合わせ

Caprese of fruits tomatos and burrata ￥1,760

高知県 徳谷産 フルーツトマトとブッラータのカプレーゼ

Ise lobster bisque ￥1,320

伊勢海老のビスクスープ

￥1,320

matsusaka beef Consomme soup ￥1,320

松阪牛ダブルコンソメスープ

Combination salad ￥990

コンビネーションサラダ
※「サウザンドアイランドレッシング」が苦手な方はお申し付けください

￥1,980
assortment of 3 kinds of raw ham

and burrata cheese

Onion Gratin Soup

オニオングラタンスープ
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 à la carte
単品料理

※サラダにはサウザンアイランドドレッシングがかかっておりますので、苦手な方はお申し付け下さい。
※食材によるアレルギーがあるお客様はお申し付け下さい。価格は全て税込です。

A5 rank  Matsusaka beef cutlet ￥7,480

特産松阪牛Ａ５ランク　松阪牛のカツレツ
※お時間少々頂戴致します。

￥7,700

松阪牛のビーフシチュー
Matsusaka beef  stew￥6,380

国産牛 タンシチュー
tongue stew

Deep Fried Oyster ￥2,310

牡蠣フライ［３粒］ 追加牡蠣フライ［１粒］￥550

※お時間少々頂戴致します ※お時間少々頂戴致します

￥3,300

国産 車海老のフライ［２尾］
Deep Fried prawn

Rice ￥330

ライス
bread roll ￥330

ミルクパン［２個］
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 à la carte
単品料理

価格は全て税込です。
※食材によるアレルギーがあるお客様はお申し付け下さい。

￥3,300

特選松阪牛Ａ５ランク　松阪牛ハンバーグステーキ＜単品＞
A5 rank  Matsusaka beef hamburg

※＋7７０円でライスまたはミルクパンを
「松阪牛ロイヤルブラックカレー　ハーフサイズ」　

または 「松阪牛ハヤシライス　ハーフサイズ」 に

変更できます

選べるスープ
＋

　　ライスまたはミルクパン
+

珈琲または紅茶

洋食セット ￥1,320

単品料理とご一緒に…
Youshoku-set

松阪牛ダブルコンソメスープ

伊勢海老のビスクスープ

季節のスープ　

coffee or tea 

rice or bread roll

soup

スープをこちらからお選びください。

Consomme soup

Ise lobster bisque

oup of the season

セットイメージ

Ito farm A5 rank Matsusaka beef steak

その他、黒板メニューをご覧ください。

※お肉の焼き加減をお申し付けください。

Matsusaka beef sirloin steak ￥19,800/180g

松阪牛サーロインステーキ　　　　

Matsusaka beef loin steak ￥9,350/100g~

松阪牛ロースステーキ  100g~       ※50g 追加（+￥4,400）
※お肉の焼き加減をお申し付けください。
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価格は全て税込です。
※食材によるアレルギーがあるお客様はお申し付け下さい。

Rice ￥330

ライス
bread roll ￥330

ミルクパン［２個］

Ito farm a5 rank  Matsusaka beef steak

伊藤牧場Ａ5 ランク松阪牛ステーキ

Ito farm A5 rank Matsusaka beef steak

その他、黒板メニューをご覧ください。

三重県津市 伊藤牧場

松阪肉枝肉共進会 /３年連続最優秀１席に選ばれている松阪牛の最高級Ａ５ランク

※お肉の焼き加減をお申し付けください。

Matsusaka beef sirloin steak ￥19,800/180g

松阪牛サーロインステーキ　　　　

Matsusaka beef loin steak ￥9,350/100g~

松阪牛ロースステーキ  100g~   ※50g追加（+￥4,400）
※お肉の焼き加減をお申し付けください。

伊藤牧場産の松阪肉は優良血統の最高の牛。ストレス無く
肥育し、体調管理も 1 頭 1 頭、PDCAで管理をされてい
ます。
伊藤牧場独自の配合飼料で最低でも月齢３５ヶ月以上
「長期肥育」することによってきめ細やかなサシが入り
ます。
その為、不飽和脂肪酸（オレイン酸）が多く含まれ、融点（溶
け出す温度）が非常に低く、あっさりとした風味と甘みが
あり、口の中でとろけます。
使用している松阪肉はA－5の中でも最上級のBMS12の
みです。

松阪牛サーロインステーキ 松阪牛ロースステーキ

Youshoku-set

Consomme soup/Ise lobster bisque/soup of the season

［　松阪牛ダブルコンソメスープ　/　伊勢海老のビスクスープ　/　季節のスープ　］

選べるスープ＋ライスまたはミルクパン + 珈琲または紅茶
soup+rice or bread roll+ coffee or tea 

洋食セット ￥1,320

※＋7７０円でライスまたはミルクパンを
「松阪牛ロイヤルブラックカレー　ハーフサイズ」　または　
「松阪牛ハヤシライス　ハーフサイズ」　に変更できます
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食事とのセットでご用意致します。 価格は全て税込です。

Creme danje ~Seasonal Fruit Sauce~ ￥1,320
クレームダンジュ～マンゴーとライムのソース～

dessert

￥330引き
全デザート表示価格から
デザートセット

Apple tart ￥990
りんごのタルト

Coffee jelly ￥880
コーヒーゼリー

japanese pepper Macaroons

￥715二種の山椒のマカロン
Ice cream ￥715

アイスクリーム
［山椒 / バニラ / チャイ /
  ラムレーズン］

[Japanese pepper/vanilla/Chai/
 Rum raisins]

Mont Blanc ￥1,320

モンブラン
Pudding a la mode ￥1,320
プリン　ア・ラ・モード

custard pudding ￥715
カスタードプリン
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Beverages & Coffee,Tea

￥660

￥770

ブレンドコーヒー

カフェオレ

￥550

エスプレッソ

Coffee

Mineral Water

Perrier　Sparkling Water ￥1,100

ペリエ　スパークリングウォーター　750ｍｌ

ACQUA PANNA Mineral Water ￥1,100

アクアパンナ　ミネラルウォーター　750ｍｌ

Soft drink 

￥660

コカ・コーラ
Coca-Cola

￥660

ジンジャーエール

Ginger Ale

黒烏龍茶
￥660Black Oolong Tea

￥660

みかんジュース （三重 /杉本農園）
Mikan( Mandarin Orange ) juice ( Kumano,MIE )

￥660

りんごジュース （信州）
Apple Juice ( Shinshu )

￥880

クリームソーダ
Cream Soda

Original Blend Coffee

Non-alcoholic sparkling

￥1,320

伊勢茶スパークリング　330ｍｌ

Ise tea sparkling

￥1,540

ピールゼロ（ノンアルコールスパークリングワイン）　200ｍｌ

Pierre ZERO

Non-alcoholic beer

￥660

零 ICHI（ゼロイチ）
ZERO ICHI

￥770

小樽ビール ノンアルコール ブラック 0.00%
Otaru Beer Non-alcoholic Black 

￥660

アイスコーヒー
Original Blend Iced Coffee

Café Au Lait ( Hot or Iced )

Espresso

￥660

￥660

ブレンドティー

ダージリン

￥660

ルイボスティー

緑茶 （三重 /菅尾製茶）
￥660

Tea

￥660

アールグレイ

Blend Tea

￥660

アイスティー
Iced Tea

Earl Grey 

Darjeeling

￥660

アッサム
Assam

Rooibos Tea

Green Tea ( Misugi, MIE )

ソフトドリンク＆コーヒー＆紅茶
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