
 

  

肉料理【牛・豚合挽肉】 

ハンバーグステーキ   \1,650 

和風ハンバーグステーキ  \2,050 

メンチカツ     \1,650 

牛肉料理【特選国産牛】 

ビーフシチュー    \2,280 

タンシチュー    \2,280 

ビーフカツ     \3,550 

ビーフ生姜焼き    \3,550 

ヒレステーキ ≪150g≫  \5,150 

≪200g≫  \6,850 

豚肉料理【大和豚】 

ポーク生姜焼き    \1,650 

ポークジンジャー   \1,650 

ポークソテー    \1,650 

ポークロースカツ   \1,650 

ポークヒレカツ    \1,650 



  

 

魚料理 
魚フライ    \1,650 
魚ムニエル    \1,650 

エビフライ    \1,650 

帆立貝のベーコン巻  \1,650 

カニクリームコロッケ  \1,800 

鶏肉料理【鳥取銘柄鶏大山どり】 

チキンカツ     \1,650 

チキングリル    \1,650 

大山どりの鉄板生姜焼き   \1,650 

 

ご飯料理 
焼き飯   \1,400  カレーライス 

ドライカレー  \1,400   チキン   \1,400 

チキンライス  \1,400   ビーフ   \1,500 

エビピラフ   \1,850   エビ   \1,850 

カニピラフ   \1,850 

ハヤシライス  \2,280 

ステーキ重 (味噌汁付) \2,400 

洋食ちらし重 (味噌汁付) \2,400 

A セット ライス・スープ(小)   ,0\750 

B セット ライス・サラダ(小)   ,0\750 

C セット スープ(小)・サラダ(小)   ,0\850 

D セット ライス・スープ(小)・サラダ(小) \1,000 



 

 

 

 

  

オムライス 

 ハム \1,700  チキン \1,950 

 エビ \2,280  カニ  \2,280 

タラバガニのトロトロオムライス 

\2,280 

タラバガニのケチャップライスを 

卵と合わせて巻き上げた 

当店オリジナルオムライスです 

昔ながらのケチャップライスを 

卵で巻いたスタンダードな 

オムライスです 

ビーフオムハヤシ 

\2,280 

半熟のオムレツを 

チキンライスの上に広げ 

牛ヒレ肉とデミグラスソースをかけた逸品です 

卵料理 
オムレツ   プレーン  1,\950 

ハム  \1,000 チキン  \1,100 

エビ  \1,500 カニ   \1,500 

A セット ライス・スープ(小)   ,0\750 

B セット ライス・サラダ(小)   ,0\750 

C セット スープ(小)・サラダ(小)   ,0\850 

D セット ライス・スープ(小)・サラダ(小) \1,000 



 

  
グラタン料理 

マカロニグラタン 

 ハム    \1,800 

 チキン   \1,950 

 エビ    \2,280 

エビコキール   \2,150 

エビドリア    \2,280 

サラダ 
グリーンサラダ   1,\700 

グリーンサラダ (大)  1,\950 

ポテトサラダ   1,\700 

トマトサラダ   1,\700 

チキンサラダ   \1,250 

津々井サラダ   \1,600 

エビサラダ    \2,000 

カニサラダ    \2,000 

パスタ料理 
ナポリタン    \1,500 

ミートソース   \1,750 

\280 

\330 

\280 

\600 

\900 

サイドメニュー 
ライス 

ライス(大) 

味噌汁 

ポタージュスープ(小) 

ポタージュスープ 

\800 

 

\650 

\450 

 

 

\450 

 

 

\1,100 

デザート 
フォンダンショコラ 

   バニラアイス添え 

マンゴーとヨーグルトのアイス 

アイスクリーム 

≪バニラ or 抹茶 or ゴマより 

    1 つお選びください≫ 

シャーベット 

≪カシス or オレンジより 

    1 つお選びください≫ 

デザートセット 

≪フォンダンショコラ・コーヒー≫ 

パン料理 
トースト    ,0\280 

カツサンド    \1,650 

エビの津々井風   \1,850 



 

  冷菜 
牛もも肉のタタキ   \880 

生ハム      \580 

ソフトサラミ    \580 

スモークサーモン   \580 

魚のマリネ     \580 

タコのピリ辛マリネ   \580 

ワカメと大根のジャコサラダ  \580 

冷やしラタトゥイユ   \580 

オニオンスライス   \580 

スモークチーズ    \580 

 

ピザ 
シーフードピザ   \1,350 

スモークサーモンピザ  \1,200 

トマトとサラミのピザ  \1,200 

カレーピザ    \1,000 

バジルピザ    \1,000 

揚げ物 
大山どりのから揚げ  \680 

チーズフライ   \680 

串カツ    \680 

串揚げメンチ   \680 

串オムカツ    \580 

フレンチフライポテト  \550 

皮付きポテトのり塩風味 \550 

皮付きポテトのカレー風味 \550 

タコのから揚げ   \550 

 

焼き物 
豚トロの塩焼き   \680 

豚トロの生姜焼き  \680 

大山どりの鉄板焼き 

トマトバジル風味  ￥680 

生ベーコンの鉄板焼き 

カルボナーラ風味  \680 

生ベーコンとジャガイモの 

トマトチーズフォンデュ \680 

温菜 
帆立貝のグラタン(一粒)  \580 

カレーリエット    \580 

ボイルウィンナー   \580 

ウィンナーマスタード   \580 

 



 

 

  

 

洋食コース 
オードブル三種盛り合わせ 

ポタージュスープ 

カニクリームコロッケ 

サラダ 

ビーフシチュー 

オムライス 
(+\500 でトロトロオムライスに変更できます) 

デザート 

コーヒー or 紅茶 
 

\5,000 
 

 

 

アラカルトコース 
 

メイン料理 
（グランドメニューより 

         お選び下さい） 

+ 
ポタージュスープ 

サラダ 

ライス 

デザート 

コーヒー or 紅茶 
 

\3,550～(  ) 
＊ご飯料理の場合は\1,750 で 

【スープ・サラダ・デザート・コーヒー】となります 

グランドメニューをご注文の場合のみ承ります 
 

おまかせフルコース 

【要予約】 

\6,500 

\8,000 

\10,000 
詳細はスタッフにお尋ね下さい 

メイン料理 

+\1,900 

 


