
当店のお米は新潟県佐渡のこしいぶきを使用しています。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

Main Dish

ザ・ステーキハウス アペタイザーバー

The Manhattan Set
アペタイザーバー、メインディッシュ、デザート

バーガーまたはメインディッシュから１品、デザートから１品お選びください。

ストロベリージャムとシャンティクリーム添え

シナモンアイスクリーム、アングレーズソース

モンブランショートケーキ

ベイクドチーズケーキ

チョコレートケーキ ラズベリーソース添え

ロールケーキ

ティラミス マスカルポーネチーズ

レモンシャーベット ベリー添え

カスタードクリーム オレンジシャーベット添え

デザートシェア2 名～ 3 名様
トマホーク 1kg +¥8,470

US ポーターハウス 1kg +¥9,460

AUS シャトーブリアン、
ベアルネーズソース 450g +¥8,500

48 時間低温調理骨付きショートリブ
+¥4,400

45 日間熟成国産牛骨付きリブアイ
価格はスタッフにお申し付けください。

サイドディッシュ

フレンチフライ

ウェッジフライ

マッシュポテト

オニオンリング

ブロッコリーのソテー

クリームスピナッチ

アスパラガスのソテー

各 ¥800

ミートボール、トマトソース、パルメザンチーズ、バジル

カナダ産ポークリブ、BBQソース、フライドポテト

ポークベリー、マッシュポテト

チャコールグリル、サイドディッシュ添え

ラムシャンクの煮込み

サーロイン、ラムチョップ、チョリソー、ポークベリー、
フライドチキン、フライドポテト

45日間熟成国産牛サーロイン

タリアテッレ パスタ

ポークリブ

ポークベリー

AUS サーロイン 200g

ニュージーランド産ラム

ミックスグリルミート +¥1,540

AUS フィレ  150g +¥3,270

AUS リブアイ 300g +¥4,160

国産サーロイン 200g +¥5,500

北海道フィレ 150g +¥5,720

ミート＆パスタ

ニュージーランド産ビーフパティ、チェダー、レタス、
トマト、ピクルス、ステーキハウスソース

鹿児島和牛のパティ、スモークベーコンとブリーチーズ
トマトチャツネ

マッシュルーム、チーズ

ステーキハウスバーガー

鹿児島バーガー +¥550

トリュフバーガー +¥2,000

プルドポークサンドイッチ
フレンチフライ添え

バーガー＆サンドイッチ

シーフード

チャコールグリル、サイドディッシュ添え

チャコールグリル、サイドディッシュ添え

ロブスター、ラングスティーヌ、カラマリ、
コーンとケイジャンソース

鯛のグリル

サーモングリル

シーフードフライ +¥2,970

ザ・ステーキハウス アペタイザーバーからお好きな物をお取りください。
ロブスタービスク　   1 品追加 ¥1,870
イベリコハムコロッケ 1 品追加 ¥1,760

￥4,867

当店のお米は新潟県佐渡のこしいぶきを使用しています。表記価格には消費税が含まれております。別途 13％のサービス料を頂戴いたします。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。



当店のお米は新潟県佐渡のこしいぶきを使用しています。
お客様あるいはお連れ様の食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

お好きなものをお一つお選びください。
前菜 2 品

バーガー 1 品 または メインディッシュ1 品
サイドディッシュ1 品追加 ¥880

デザート1 品

ニューヨーカーセット

お好きなものをお一つお選びください。
前菜 1 品

バーガー 1 品 または メインディッシュ1 品
サイドディッシュ1 品追加 ¥880

デザート1 品

ステーキハウスセット

お好きなものをお一つお選びください。
バーガー 1 品

サイドディッシュ1 品
デザート1 品

バーガーセット

前菜
ステーキハウス シーザーサラダ

タコのソテー

アボカド

マーケットサラダ

イベリコハムコロッケ

グリルベジタブル

シーフード・オン・アイス + ¥2,540

ブッラータ + ¥1,540

ロブスタービスク + ¥1,540

ロメインレタス、クリスピーベーコン、パルメザン、クルトン

タコのソテー、クリームポテト、卵

焦がしアボカド、フェタチーズ、コリアンダーペスト

シーフード、カラマタオリーブ

スモークマヨネーズ、レモンゼスト

チョリソー、ロメスコソース

ロブスター、帆立、車エビ、ムール貝、タコ、カニ、
タルタルソース

スモークブッラータ、フレッシュトマト、
ピスタチオ、バルサミコ

シーフード

肉、パスタ

鯛のグリル

サーモングリル

シーフードフライ 

タリアテッレ パスタ

ポークリブ

ポークベリー

AUS サーロイン 200g

ニュージーランド産ラム

ミックスグリルミート

AUS フィレ 150g + ¥3,270

AUSリブアイ 300g + ¥4,160

国産サーロイン 200g

北海道フィレ 150g + ¥5,720

チャコールグリル、サイドディッシュ添え

チャコールグリル、サイドディッシュ添え

ロブスター、ラングスティーヌ、カラマリ、コーンとケイジャンソース + ¥2,970

ミートボール、トマトソース、パルメザンチーズ、バジル

カナダ産ポークリブ、BBQソース、フライドポテト

ポークベリー、マッシュポテト

チャコールグリル、サイドディッシュ添え

ラムシャンクの煮込み

サーロイン、ラムチョップ、チョリソー、ポークベリー、フライドチキン、フライドポテト 
+ ¥1,540

45 日間熟成国産牛サーロイン + ¥5,500

シェア 2 名～ 3 名様
トマホーク 1kg + ¥8,470

US ポーターハウス 1kg + ¥9,460

AUS シャトーブリアン、ベアルネーズソース 450g + ¥8,500

48 時間低温調理骨付きショートリブ + ¥4,400 

45 日間熟成国産牛骨付きリブアイ
価格はスタッフにお尋ねください。

デザート
モンブランショートケーキ

ベイクドチーズケーキ

チョコレートケーキ

ロールケーキ

ティラミス

レモンシャーベット

カスタードクリーム

サイドディッシュ
フレンチフライ

ウェッジフライ

マッシュポテト

オニオンリング

ブロッコリーのソテー

クリームスピナッチ

アスパラガスのソテー

ストロベリージャムとシャンティクリーム添え

ラズベリーソース添え

シナモンアイスクリーム、アングレーズソース

マスカルポーネチーズ

ベリー添え

オレンジシャーベット添え

バーガー＆サンドイッチ
ステーキハウスバーガー

鹿児島バーガー + ¥550

トリュフバーガー + ¥2,000

プルドポークサンドイッチ

ニュージーランド産ビーフパティ、チェダー、
レタス、トマト、ピクルス、ステーキハウスソース

鹿児島和牛のパテ、
スモークベーコンとブリーチーズ

マッシュルーム、チーズ

フレンチフライ添え

￥7,480￥5,940￥3,520

当店のお米は新潟県佐渡のこしいぶきを使用しています。表記価格には消費税が含まれております。別途 13％のサービス料を頂戴いたします。



前菜 シーフード

肉、パスタ

鯛のグリル

サーモングリル

シーフードフライ 

タリアテッレ パスタ

ポークリブ

ポークベリー

AUS サーロイン 200g

ニュージーランド産ラム

ミックスグリルミート

AUS フィレ 150g ¥4,810

AUSリブアイ 300g ¥6,590

国産サーロイン 200g 45 日間熟成国産牛サーロイン ¥7,370

北海道フィレ 150g ¥8,580

チャコールグリル、サイドディッシュ添え ¥3,300

チャコールグリル、サイドディッシュ添え ¥3,300

ロブスター、ラングスティーヌ、カラマリ、
コーンとケイジャンソース ¥4,730

ミートボール、トマトソース、パルメザンチーズ、バジル ¥2,750

カナダ産ポークリブ、BBQソース、フライドポテト ¥2,970

ポークベリー、マッシュポテト ¥2,860

¥3,690

ラムシャンクの煮込み ¥3,300

サーロイン、ラムチョップ、チョリソー、ポークベリー、
フライドチキン、フライドポテト¥3,630

シェア 2 名～ 3 名様
トマホーク 1kg ¥14,080

US ポーターハウス 1kg ¥14,080
AUS シャトーブリアン、ベアルネーズソース 450g ¥12,960

48 時間低温調理骨付きショートリブ  ¥8,910 
45 日間熟成国産牛骨付きリブアイ 価格はスタッフにお尋ねください。

デザート  各 ¥1,320

モンブランショートケーキ

ベイクドチーズケーキ

チョコレートケーキ

ロールケーキ

ティラミス

レモンシャーベット

カスタードクリーム

サイドディッシュ  各 ¥880

フレンチフライ

ウェッジフライ

マッシュポテト

オニオンリング

ブロッコリーのソテー

クリームスピナッチ

アスパラガスのソテー

ストロベリージャムとシャンティクリーム添え

ラズベリーソース添え

シナモンアイスクリーム、アングレーズソース

マスカルポーネチーズ

ベリー添え

オレンジシャーベット添え

バーガー＆サンドイッチ

ステーキハウスバーガー ¥2,310

鹿児島バーガー ¥2,750

トリュフバーガー ¥3,950

プルドポークサンドイッチ ¥2,310

ニュージーランド産ビーフパティ、
チェダー、レタス、トマト、ピクルス、
ステーキハウスソース

鹿児島和牛のパテ、
スモークベーコンとブリーチーズ

マッシュルーム、チーズ

フレンチフライ添え

ロメインレタス、クリスピーベーコン、
パルメザン、クルトン

タコのソテー、クリームポテト、卵

焦がしアボカド、フェタチーズ、コリアンダーペスト

シーフード、カラマタオリーブ

スモークマヨネーズ、レモンゼスト

チョリソー、ロメスコソース

ロブスター、帆立、車エビ、ムール貝、タコ、
カニ、タルタルソース

スモークブラッータ、フレッシュトマト、
ピスタチオ、バルサミコ

ステーキハウス シーザーサラダ ¥1,760

タコのソテー ¥1,980 

アボカド ¥1,980

マーケットサラダ ¥2,200

イベリコハムコロッケ ¥1,760

グリルベジタブル ¥1,870

シーフード・オン・アイス ¥3,960 

ブッラータ ¥2,640

ロブスタービスク ¥2,860

当店のお米は新潟県佐渡のこしいぶきを使用しています。表記価格には消費税が含まれております。別途13％のサービス料を頂戴いたします。お客様あるいはお連れ様の
食物アレルギー、食物不耐性、食生活条件、あるいは宗教上の理由がある食物について、当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問はスタッフへお尋ねください。

À la carte
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