May you always be surrounded by good friends and great BBQ.

DINNER MENU
SALAD

SMALL DISH
COLESLAW 450

CAESAR SALAD
full 990 / half 550

C o le s la w

紫キャベツのコールスロー

シーザーサラダ

BBQ POTATO SALAD 450

GREEN SALAD
full 900 / half 500

BBQ ポテトサラダ

PICKLES 500
ピクルス

グリーンサラダ

tato
B B Q p o s a la d

WITH WINE
APPETIZER

ASSORTED CHEESE 660
チーズ 3 種盛り合わせ

SPICY ONION RINGS 600

ASSORTED CHARCUTERIE 770

スパイシーオニオンリング

CHILI CON CARNE & TORTILLA CHIPS 600

シャルキュトリー 4 種盛り合わせ

生ハム・コッパ・ミラノサラミ・ナポリサラミ

チリコンカルネ & トルティーヤチップス

SIDE DISH

FRENCH FRIES 700
フレンチフライ

GARLIC RICE 500

ガーリックライス

F re n c h

f ri e s

All-you-

c a n- e a t

おかわ
り自由
！

FOCACCIA 250
フォカッチャ

CHEESE NACHOS 800
チーズナチョス

DESSERT
MANGO SHERBET 350

マンゴーシャーベット

POPCORN SHRIMP
880

ポップコーンシュリンプ

VANILLA ICE CREAM 350

バニラアイスクリーム

COFFEE 350

コーヒー

The prices are including consumption tax.

BANANA PUDDING 500

バナナプディング
表示価格は税込となります。

For information about the production area of rice, please kindly ask one of our staf f members. < For customers with food allergies > ①An allergen list of 28 items is available. Please feel free to ask our staf f.
②Shrimps and crabs may be contained in the seafood ingredients we use at our restaurant.③Tolerance against allergen varies among individuals. Since our preparation and cooking process involves shared
cook ware and dishwasher, please be ex tra cautious if you react to a slight amount of allergen.
お米の産地情報については係りの者にお尋ねください。
〈食物アレルギーがご心配のお客様へ〉①当店ではアレルゲン28品目の使用リストをご用意しておりますので係りの者にお尋ねください。②当店で使用している魚介類には、えび・かに等が混在
している場合があります。③アレルギー物質に対する感受性には個人差があります。使用する原材料の製造工場や店舗内においては、同一の調理器具・洗浄機を使用しておりますので、微量でも反応してしまう可能性のあるお客様はご注意ください。
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R eco m m end !

BBQ

R eco m m end !

PULLED PORK
800

プルドポーク apx.100g

豚肩ロースを低温でじっくり焼きあげ、
余分な脂を落として旨みを凝縮。

w it h

FOCACCIA 250

フォカッチャ
BBQ ソースをたっぷり
つけるのがおすすめ！

SPARE RIBS

BRISKET
1,350

ブリスケット
apx.150g

2pcs 1,400

牛肩バラ肉。
濃厚な旨みと
ほろっとした柔らかさ。

3pcs 1,950
スペアリブ

10種類以上のスパイスやハーブを
使った BBQ ソースが絶品。

SAUSAGE

T h is Ph o t o is O C K
p cs = B L

3

M SIZE 4,150

CHICKEN WINGS 600

1

700

ソーセージ 3pcs

CHICKEN LEGS 600

チキンレッグ 2pcs

チキンウイング 4pcs

for 2 pers

Brisket , Chicken Legs, Spare Ribs, 2 kinds of Side Dishes, Focaccia
ブリスケット apx.150g / チキンレッグ 3pcs /
スペアリブ 2pcs / サイドディッシュ 2 種 / フォカッチャ

S SIZE 2,250

R ecom m end !

for 1 per

Brisket , Chicken Legs, Spare Ribs, 1 Side Dishes, Focaccia

ブリスケット apx.80g / チキンレッグ 2pcs /
スペアリブ 1pc / サイドディッシュ1 種 / フォカッチャ

M SIZE

3 BBQ COMBINATIONS
PULLED PORK BURGER 1,250

RIB FINGER
STEAK

プルドポークバーガー

中落ちカルビ
ステーキ
apx.150g

チーズバーガー

プルドポーク 100g + コールスロー + レタス

1,050

CHEESEBURGER 1,450
ビーフパティ180g + チェダーチーズ+ オニオン + レタス

BRISKET BURGER 1,350

こってり濃厚な旨み。

ブリスケットバーガー

SIRLOIN STEAK

WAGYU STEAK

STEAK
2,000

黒毛和牛（リブアイ）ステーキ apx.150g

Pu lle d Po rk r
B ur ge

1,350

サーロインステーキ
apx.150g
甘い脂身肉と赤身の部分の
旨みがしっかり。

ブリスケット120g + グリルオニオン + レタス

R ecom m end !

r
B ri sk e t B ur ge

BROOKLYN STEAK BURGER 1,600

ブルックリンステーキバーガー

ランプ120g + オニオンリングフライ+ マッシュルーム + レタス
※サンドイッチでもご用意できます。

FRENCH FRIES SET + 250

フレンチフライセット〈全バーガーOK〉

ほどよい脂身と肉の旨み。

The prices are including consumption tax.

表示価格は税込となります。

For information about the produc tion area of rice, please kindly ask one of our st af f member s. < For customer s with food allergies > ①A n allergen list of 28 items is available. Please feel free to ask our st af f. ②Shrimps and cr abs may be cont ained in the
seafood ingredients we use at our restaurant.③Tolerance against allergen varies among individuals. Since our preparation and cooking process involves shared cook ware and dishwasher, please be ex tra cautious if you react to a slight amount of allergen.
お米の産地情報については係りの者にお尋ねください。
〈食物アレルギーがご心配のお客様へ〉①当店ではアレルゲン28品目の使用リストをご用意しておりますので係りの者にお尋ねください。②当店で使用している魚介類には、えび・かに等が混在している場合があります。③アレルギー物質に対
する感受性には個人差があります。使用する原材料の製造工場や店舗内においては、同一の調理器具・洗浄機を使用しておりますので、微量でも反応してしまう可能性のあるお客様はご注意ください。

