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料理名 食　材 原産地

フェアメニュー

洋食小皿＆厚切りステーキ 第5弾 洋食小皿　トリュフクリームオムライス＆煮込みハンバーグ 用（チキンライス） 鶏肉 ブラジル

オムライス 洋食小皿　トリュフクリームオムライス＆煮込みハンバーグ 用（チキンライス） 米 国産

洋食小皿　トリュフクリームオムライス＆煮込みハンバーグ 用（ハンバーグ） 牛肉 オーストラリア

洋食小皿　トリュフクリームオムライス＆煮込みハンバーグ 用（ハンバーグ） 豚肉 アメリカ、デンマーク、その他

洋食小皿　トリュフクリームオムライス＆煮込みハンバーグ 用（蟹クリームコロッケ） カニ 韓国、国産

洋食小皿　トリュフクリームオムライス＆煮込みハンバーグ 用（コンソメジュレ＆フラン仕立て） カニ 国産、韓国、カナダ 、グリーンランド 、ノルウェー

洋食小皿　トリュフクリームオムライス＆煮込みハンバーグ 用（コンソメジュレ＆フラン仕立て） 鶏卵 国産（茨城、栃木、群馬、千葉他）、他 

厚切りワンポンドステーキ 用 牛肉 アメリカ

厚切りアンガスサーロインステーキ（各種） 用　（ステーキ） 牛肉 アメリカ

厚切りアンガスサーロインステーキ＆オマール海老のグリル 用 海老 カナダ

ｱﾝｶﾞｽｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ100g&ｵﾏｰﾙ海老のｸﾞﾘﾙとちいさな黒×黒ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 用（ステーキ） 牛肉 アメリカ

ｱﾝｶﾞｽｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ100g&ｵﾏｰﾙ海老のｸﾞﾘﾙとちいさな黒×黒ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 用（ハンバーグ） 牛肉 国産

ｱﾝｶﾞｽｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ100g&ｵﾏｰﾙ海老のｸﾞﾘﾙとちいさな黒×黒ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 用（ハンバーグ） 豚肉 国産

ｱﾝｶﾞｽｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ100g&ｵﾏｰﾙ海老のｸﾞﾘﾙとちいさな黒×黒ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 用 海老 カナダ

ｱﾝｶﾞｽｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ100g＆ｵﾏｰﾙ海老のｸﾞﾘﾙと紅ずわい蟹のｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 用 牛肉 アメリカ

ｱﾝｶﾞｽｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ100g＆ｵﾏｰﾙ海老のｸﾞﾘﾙと紅ずわい蟹のｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 用 海老 カナダ

ｱﾝｶﾞｽｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ100g＆ｵﾏｰﾙ海老のｸﾞﾘﾙと紅ずわい蟹のｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 用 カニ 韓国、国産

オマール海老のグリル 用 海老 カナダ

グランドメニュー

アンガスサーロインステーキ アンガスサーロインステーキ（各種） 用 牛肉 アメリカ

アンガスサーロインステーキ アンガスサーロインステーキ＆天然海老フライと紅ずわい蟹のクリームコロッケ 用 海老 インド、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア

アンガスサーロインステーキ アンガスサーロインステーキ＆天然海老フライと紅ずわい蟹のクリームコロッケ 用 カニ 韓国、国産

アンガスサーロインステーキ アンガスサーロインステーキ＆海老のグリルと紅ずわい蟹のクリームコロッケ 用 海老 インド、インドネシア、ベトナム

アンガスサーロインステーキ アンガスサーロインステーキ＆海老のグリルと紅ずわい蟹のクリームコロッケ 用 カニ 韓国、国産

アンガスサーロインステーキ アンガスサーロインステーキと天然海老フライ&紅ずわい蟹のクリームコロッケ膳 用 海老 インド、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア

アンガスサーロインステーキ アンガスサーロインステーキと天然海老フライ&紅ずわい蟹のクリームコロッケ膳 用 カニ 韓国、国産

アンガスサーロインステーキ ギャザリング・プラッター 用（スパイシーチキン） 鶏肉 ブラジル

アンガスサーロインステーキ ギャザリング・プラッター 用（ケールサラダ） 鶏肉 国産

アンガスサーロインステーキ ギャザリング・プラッター 用（海老のグリル） 海老 インド、インドネシア、ベトナム

アンガスサーロインステーキ ギャザリング・プラッター 用（アボカド・海老・蟹のデリサラダ） 海老 ベトナム

アンガスサーロインステーキ ギャザリング・プラッター 用（アボカド・海老・蟹のデリサラダ） カニ 国産、韓国、カナダ 、グリーンランド 、ノルウェー

アンガスサーロインステーキ アンガスサーロインステーキごはん膳 用 海老 インド、インドネシア、ベトナム

アンガスサーロインステーキ アンガスサーロインステーキごはん膳 用 帆立貝柱 北海道オホーツク海

アンガスサーロインステーキ アンガスサーロインステーキピラフ ～ガーリック風味～  用 米 国産

黒×黒ハンバーグ 黒×黒ハンバーグ（各種） 用 牛肉 国産

黒×黒ハンバーグ 黒×黒ハンバーグ（各種） 用 豚肉 国産

豪州産ビーフハンバーグ ハンバーグ（各種） 用 牛肉 オーストラリア

豪州産ビーフハンバーグ トリプルグリル 用 豚肉（ソーセージ） アメリカ、メキシコ、カナダ、国産

豪州産ビーフハンバーグ トリプルグリル 用 鶏肉 ブラジル

豪州産ビーフハンバーグ 天然海老フライ＆紅ずわい蟹のクリームコロッケとハンバーグ 用 海老 インド、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア

豪州産ビーフハンバーグ 天然海老フライ＆紅ずわい蟹のクリームコロッケとハンバーグ 用 カニ 韓国、国産

豪州産ビーフハンバーグ ビーフシチューハンバーグ 用（ビーフシチュー） 牛肉 オーストラリア

ビーフシチュー ちいさなビーフシチューと天然海老フライ＆紅ずわい蟹のクリームコロッケ 用 牛肉 オーストラリア

ビーフシチュー ちいさなビーフシチューと天然海老フライ＆紅ずわい蟹のクリームコロッケ 用 海老 インド、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア

ビーフシチュー ちいさなビーフシチューと天然海老フライ＆紅ずわい蟹のクリームコロッケ 用 カニ 韓国、国産

カレー ビーフジャワカレー 用 牛肉 カナダ、オーストラリア

カレー カシミールビーフカレー 用 牛肉 カナダ

国産銘柄豚 国産豚 ポークロースステーキ 用 豚肉 国産

国産銘柄豚 国産豚と彩り野菜の黒酢ソース＆雑穀ごはん 用 豚肉 国産

国産銘柄豚 国産豚のロースかつ膳／国産豚のおろしロースかつ膳 用 豚肉 国産

チキングリル チキンのジューシーグリル ～バター醤油ソース～ 用 鶏肉 ブラジル

オムライス ロイヤルオムライス ～ハッシュドビーフソース～ 用（ハッシュドビーフソース） 牛肉 カナダ

オムライス ロイヤルオムライス ～ハッシュドビーフソース～ 用（チキンライス） 鶏肉 ブラジル

オムライス ロイヤルオムライス ～ハッシュドビーフソース～ 用（チキンライス） 米 国産

オムライス ロイヤルオムライスwith天然海老ﾌﾗｲ&紅ずわい蟹のｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 用（チキンライス） 鶏肉 ブラジル

オムライス ロイヤルオムライスwith天然海老ﾌﾗｲ&紅ずわい蟹のｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 用（チキンライス） 米 国産

オムライス ロイヤルオムライスwith天然海老ﾌﾗｲ&紅ずわい蟹のｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 用 海老 インド、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア

オムライス ロイヤルオムライスwith天然海老ﾌﾗｲ&紅ずわい蟹のｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 用 カニ 韓国、国産

ドリア コスモドリア 用 鶏肉 国産、ブラジル

ドリア コスモドリア 用 海老 ベトナム

ドリア コスモドリア 用 米 国産

ドリア 海老と帆立のシーフードドリア 用 海老 インド、インドネシア、ベトナム

ドリア 海老と帆立のシーフードドリア 用 帆立貝柱 北海道

ドリア 海老と帆立のシーフードドリア 用 米 国産

シーフード 海老と帆立のあつあつグリル ～温野菜添え～ 用 海老 インド、インドネシア、ベトナム

シーフード 海老と帆立のあつあつグリル ～温野菜添え～ 用 帆立貝柱 北海道オホーツク海

シーフード 真鯛・海老・帆立のあつあつグリル ～温野菜添え～ 用 真鯛 国産

シーフード 真鯛・海老・帆立のあつあつグリル ～温野菜添え～ 用 海老 インド、インドネシア、ベトナム

シーフード 真鯛・海老・帆立のあつあつグリル ～温野菜添え～ 用 帆立貝柱 北海道オホーツク海

シーフード 真鯛・海老・いくらのパエリア仕立て 用 真鯛 国産

シーフード 真鯛・海老・いくらのパエリア仕立て 用 海老 インド、インドネシア、ベトナム

シーフード 真鯛・海老・いくらのパエリア仕立て 用 いくら アメリカ・ロシア

シーフード 真鯛・海老・いくらのパエリア仕立て 用 ムール貝 カナダ

シーフード 真鯛・海老・いくらのパエリア仕立て 用 米 国産

シーフード メカジキのグリル膳 用 めかじき 宮城県

シーフード メカジキのグリル＆紅ずわい蟹のクリームコロッケ膳 用 めかじき 宮城県

シーフード メカジキのグリル＆紅ずわい蟹のクリームコロッケ膳 用 カニ 韓国、国産



料理名 食　材 原産地

パスタ ナスと挽き肉のボロネーゼ 用 牛肉 オーストラリア、カナダ

パスタ 国産豚ときのこのポルチーニクリームソース 用 豚肉 国産

パスタ 海老・帆立・いくらのトマトクリームソース 用 海老 ベトナム

パスタ 海老・帆立・いくらのトマトクリームソース 用 帆立貝柱 北海道オホーツク海

パスタ 海老・帆立・いくらのトマトクリームソース 用 いくら アメリカ・ロシア

サンドイッチ ハムとチキンのクラブハウスサンド 用 豚肉（ハム） アメリカ・メキシコ・デンマーク等

サンドイッチ ハムとチキンのクラブハウスサンド 用 豚肉（ベーコン） デンマーク、フランス、メキシコ、チリ

サンドイッチ ハムとチキンのクラブハウスサンド 用 鶏肉 国産

スープ オマール海老のクリームスープ ～BISQUE～ 用 海老 カナダ

サラダ 食いしんぼうのシェフサラダ 用 豚肉（ベーコン） デンマーク、フランス、メキシコ、チリ

サラダ 食いしんぼうのシェフサラダ 用 鶏肉 ブラジル

サラダ 食いしんぼうのシェフサラダ 用 海老 インド、インドネシア、ベトナム

サラダ グリルチキンサラダ 用 豚肉（ベーコン） デンマーク、フランス、メキシコ、チリ

サラダ グリルチキンサラダ 用 鶏肉 ブラジル

サラダ グリルチキンサラダ 用 海老 インド、インドネシア、ベトナム

サラダ チキンとゆで卵のサラダ～シーザードレッシング～ 用 鶏肉 国産

サラダ ケールサラダ ～ピーナッツオイルドレッシング～ 用 鶏肉 国産

サラダ アンガスサーロインステーキサラダ 用（ケールサラダ） 鶏肉 国産

サラダ アボカド&シュリンプサラダ 用 海老 ベトナム

サイドディッシュ ちいさなビーフシチュー用 牛肉 オーストラリア

サイドディッシュ 熟成ロースハムのオードブル 用 豚肉（ハム） アメリカ・メキシコ・デンマーク等

サイドディッシュ 粗挽きソーセージのグリル～ほうれん草・コーン・バター～ 用 豚肉（ソーセージ） アメリカ、メキシコ、カナダ、国産

サイドディッシュ ちいさなピザ ～ベーコン、コーン、オニオン～ 用 豚肉（ベーコン） デンマーク、フランス、メキシコ、チリ

サイドディッシュ ほうれん草・ブロッコリー・卵のオーブン焼き 用 豚肉（ベーコン） デンマーク、フランス、メキシコ、チリ

サイドディッシュ 手作りフライドチキン 用 鶏肉 ブラジル

サイドディッシュ フライドチキンとソーセージの盛り合わせ 用 鶏肉 ブラジル

サイドディッシュ フライドチキンとソーセージの盛り合わせ 用 豚肉（ソーセージ） アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産

サイドディッシュ ちいさなペンネグラタン～チーズ＆ミートソース～ 用 牛肉 オーストラリア、カナダ

サイドディッシュ ブロッコリー・アボカド・海老・蟹のデリサラダ ～薄切りパン添え～ 用 海老 ベトナム

サイドディッシュ ブロッコリー・アボカド・海老・蟹のデリサラダ ～薄切りバゲット添え～ 用 カニ 国産、韓国、カナダ 、グリーンランド 、ノルウェー

サイドディッシュ 冷製コンソメジュレ＆フラン仕立て ～蟹・いくら～ 用 鶏卵 国産（茨城、栃木、群馬、千葉他）、他

冷製コンソメジュレ＆フラン仕立て ～蟹・いくら～ 用 カニ 国産、韓国、カナダ 、グリーンランド 、ノルウェー

サイドディッシュ 冷製コンソメジュレ＆フラン仕立て ～蟹・いくら～ 用 いくら アメリカ・ロシア

サイドディッシュ ムール貝＆きびなごのフリット 用 ムール貝 カナダ

サイドディッシュ ムール貝＆きびなごのフリット 用 きびなご 長崎県

サイドディッシュ きびなごのフリット 用 きびなご 長崎県

鶏卵 鶏卵を使用した各種料理（店舗調理用・生卵） 鶏卵 国産

米 ライス（白米） 米 国産

ライス 雑穀ごはん 米 国産　※精白米、黒米

ランチメニュー

ランチ限定 ハンバーグ＆アンガスサーロインカットステーキランチ 用（ステーキ） 牛肉 アメリカ

ランチ限定 ハンバーグ＆アンガスサーロインカットステーキランチ 用（ハンバーグ） 牛肉 オーストラリア

洋食ランチ チキングリル トマトソース＆国産ポークカツランチ 用 鶏肉 ブラジル

洋食ランチ チキングリルトマトソース＆国産ポークカツランチ 用 豚肉 国産

洋食ランチ チキンのきのこソース＆黒毛和牛のポテトコロッケランチ 用 鶏肉 ブラジル

洋食ランチ チキンのきのこソース＆黒毛和牛のポテトコロッケランチ 用 牛肉 国産

洋食ランチ チキングリル テリヤキソース＆アジフライランチ 用 鶏肉 ブラジル

洋食ランチ チキングリル テリヤキソース＆アジフライランチ 用 アジ 韓国

国産豚のグリル特製焼肉ソース＆チキンカツランチ 用 豚肉 国産

国産豚のグリル特製焼肉ソース＆チキンカツランチ 用 鶏肉 ブラジル

手仕込みミートボールの黒酢ソース＆春巻ランチ 用（ミートボール） 牛肉 オーストラリア

手仕込みミートボールの黒酢ソース＆春巻ランチ 用（春巻） 豚肉 国産、他

手仕込みミートボールの黒酢ソース＆春巻ランチ 用（春巻） 鶏肉 国産

ブレックファストメニュー

モーニング 朝のアンガスサーロインステーキ膳 ～おろしゆずポン酢ソース～ 用 牛肉 アメリカ

モーニング 朝の和風ハンバーグ膳 用 牛肉 オーストラリア

モーニング モーニング ビーフジャワカレー 用 牛肉 カナダ、オーストラリア

モーニング ロイヤルホストモーニング／モーニングプレート 用 豚肉（ソーセージ） アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産

モーニング ブランチプレート／パンケーキのブランチプレート 用 豚肉（ソーセージ） アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産

モーニング ブランチプレート／パンケーキのブランチプレート 用 豚肉（ベーコン） デンマーク、フランス、メキシコ、チリ

モーニング ブランチプレート／パンケーキのブランチプレート 用 海老 ベトナム

モーニング オムレツモーニング／オムレツプレート 用 豚肉（ソーセージ） アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産

モーニング オムレツモーニング／オムレツプレート 用 豚肉（ベーコン） デンマーク、フランス、メキシコ、チリ

モーニング フライエッグ和定食 用 豚肉（ソーセージ） アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産

モーニング フライエッグ和定食 用 豚肉（ベーコン） デンマーク、フランス、メキシコ、チリ

モーニング 朝の和定食 用 サーモントラウト チリ、トルコ

キッズメニュー

キッズメニュー おこさま煮込みハンバーグプレート 用（ハンバーグ） 牛肉 オーストラリア

キッズメニュー おこさま煮込みハンバーグプレート 用（フライドチキン） 鶏肉 ブラジル

キッズメニュー 低アレルゲン おこさま カレーライス 用（カレーソース） 牛肉 オーストラリア

キッズメニュー 低アレルゲン おこさま カレーライス 用（ソーセージ） 豚肉（ソーセージ） アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産

キッズメニュー 低アレルゲン おこさま ハンバーグプレート 用（ハンバーグ） 豚肉 アメリカ、カナダ、チリ

キッズメニュー 低アレルゲン おこさま ハンバーグプレート 用（ソーセージ） 豚肉（ソーセージ） アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産

キッズメニュー おこさま ソーセージ 用 豚肉（ソーセージ） アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産

キッズメニュー おこさまオムライス＆エビフライプレート 用（チキンライス） 鶏肉 ブラジル

キッズメニュー おこさまオムライス＆エビフライプレート 用（チキンライス） 米 国産

キッズメニュー おこさまオムライス＆エビフライプレート 用（フライドチキン） 鶏肉 ブラジル

キッズメニュー おこさまオムライス＆エビフライプレート 用（エビフライ） 海老 インド、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア

キッズメニュー おこさまラーメン  フライドポテトつき 用（フライドチキン） 鶏肉 ブラジル

キッズメニュー おこさまフライドチキン＆ポテト 用 鶏肉 ブラジル

※店舗によっては販売していないメニューがございます。ご了承ください。


