
蝦�鹿⾁ステーキの

ランチセット ￥3,800

STEAK
LUNCH

ステーキ＋ライス＋スープのお得なセットです
Hokkaido beef fillet steak with rice and soup

鹿
Hokkaido deer steak with rice and soup

鴨
�川�鴨⾁ステーキの

ランチセット ￥3,800
Hokkaido duck steak with rice and soup

北���帆立ステーキの

ランチセット ￥3,500
Hokkaido Scallop Steak with Rice and Soup

帆

��⽜フィレステーキの

ランチセット ￥3,500

HOKKAIDO

※上�の【⽜】【鹿】【鴨】のステーキは150gです。
各種【300ｇ】【450ｇ】もございます。

The steak of [beef] [deer] [duck] above is 150g.
Various types of [300g] and [450g] are also available.

SET

※各ランチセットはテイクアウト���です。

※価格はすべて【税込】です。



⽩⽼⽜サーロインステーキの

ランチセット

STEAK
各ステーキにライス＋スープが付いたランチ限定のお得なセットです

Hokkaido beef fillet steak with rice and soup

⽩⽼

標茶
【星�の黒⽜】サーロインステーキ

  のランチセット ￥5,800

北��・⽇��の希�な黒⽑和⽜【こぶ黒】。コクと旨味が�れるブランド⽜です。

HOKKAIDO

※上�のステーキは150gです。
各種【300ｇ】【450ｇ】もございます。

The steak of [beef] [deer] [duck] above is 150g.
Various types of [300g] and [450g] are also available.

SET
PREMIUM

【こぶ黒】�ロースステーキセット ￥5,500

【こぶ黒】サーロインステーキセット ￥6,800

Rare beef [Kobukuro] in Hokkaido. It is a brand beef full of richness and deliciousness.

【Kobukuro】's sirloin steak, rice and soup

【Kobukuro】's chuck steak, rice and soup

標茶

￥6,500

【星�の黒⽜】フィレステーキ

  のランチセット ￥6,200

【Shiraoi beef】sirloin steak and rice and soup

【Hoshizora beef】sirloin steak, rice and soup

【Hoshizora beef】fillet steak with rice and soup

※価格はすべて【税込】です。



各ステーキにライス＋スープが付いたランチ限定のお得なセットです
※煮込みハンバーグにはサラダとライスが付きます※ハンバーガーはセット対象外です。

SETCASUAL
⽜ハラミのステーキセット

Beef skirt steak and rice and soup

ラクレットチーズの【��】焼きハンバーグセット

【200g】￥2,950∕【400g】￥5,900

【150g】￥3,200∕【300g】￥6,400

北��【��】焼きプレーンハンバーグセット

【200g】￥2,450∕400g】￥4,900

北��ハンバーガー＆フライドポテト ￥1,880

北��チーズバーガー＆フライドポテト

ハンバーグ、ハンバーガーはすべてオーダーが�ってからじっくり焼き上げるため、

20�前�のお時間を頂いております。また、�み�っている場�はそれ�上の
時間がかかる場�があります。ご了�くださいませ。

All hamburgs and hamburgers are baked carefully 
after the order is placed,We have about 20 minutes
 to spare. Also, if it is crowded, there is more 
It may take some time. Thank you for your understanding.

20分前後

ハンバーガー
ハンバーグは

調理時間を頂いております。

ラクレットチーズの【煮�み】ハンバーグセット

北��【煮�み】プレーンハンバーグセット

【200g】￥2,850∕【400g】￥5,700

【200g】￥2,350∕【400g】￥4,700

Stewed hamburger with raclette cheese and salad and rice

Stewed hamburger with salad and rice

Grilled hamburger with raclette cheese and soup and rice

Grilled hamburger with soup and rice

Hokkaido Hamburgers and French Fries

Hokkaido Cheese Burger and French Fries

※価格はすべて【税込】です。

￥1,980



One more dish for lunch
ランチのお供にもう一品

�⽼のアヒージョ ￥980

ツブ⾙のアヒージョ ￥980

�茸のアヒージョ

アヒージョ⽤バケット（1枚）

ステーキに合うお酒

【北����】サッポロクラシック⽣ビール ￥670

【⾁専⽤黒ワイン】カーニヴォ グラス￥830∕ボトル￥4700

￥980

￥180

Shrimp Ajillo

Tubu mussel ajillo

Shiitake mushroom ajillo

Baguette for ajillo

⽇�モッツァレラチーズの

カプレーゼ ￥1,100

シーザースサラダ ￥1,100

グリーンサラダ ￥980

とろサーモンとイクラの

カルパッチョ ￥1,200

Caprese with Hidaka mozzarella cheese

Caesars Salad

Green salad

Carpaccio with salmon and salmon
トリュフフライドポテト ￥880
With French fries truffles

北��ジェラート HOKKAIDO GELATO
・��みいちご Strawberry
・牧場ヨーグルト yogurt
・⽣キャラメル Raw Caramel
・�⽉のジェラート This month's Featured Gelato

ALL ￥550

Liquor that goes well with steak

Black wine exclusively for meat 【Carnivor】

Hokkaido Limited Draught Beer

※価格はすべて【税込】です。


