冷製オードブル・サラダ appetizer・Salad
三原椿家豆腐とグリーンリーフのサラダ 和風ドレッシング
Fresh Tofu and Green Leaves salad
生ハムとグリーンリーフのシーザーサラダ 東広島味じまん玉子の温玉添え
Caesar salad ,Prosciutto and Poached Egg on top
スモークサーモンとクリームチーズのサラダ 広島レモンのヴィネグレットソース
Smoked Salmon and Cream Cheese Salad,Hiroshima-Lemon Sauce
竹原 峠下牛のローストビーフ
“Taoshita” Brand Roast Beef
自家製アトランティックサーモンマリネ
Salmon marinade
チーズ＆クラッカー
Cheese and Crackers

竹原

自家製アトランティックサーモンマリネ

￥ 980- （税サ込￥1,164-）
￥ 1,050- （税サ込￥1,247-）
￥ 1,050- （税サ込￥1,247-）
￥ 1,430- （税サ込￥1,698-）
￥ 1,380- （税サ込￥1,639-）
￥ 1,000- （税サ込￥1,188-）

峠下牛のローストビーフ

広島風お好み焼き

揚げ物 fried food

￥ 500- （税サ込
￥ 800- （税サ込

フレンチフライポテト
French fries
三原神明鶏手羽先フライとフレンチフライポテト
Deep Fried Chicken Wings and French Fries

鉄板 hot plate
広島

お好み焼き（肉、玉子、そば）

“Okonomiyaki”（ Poke, Egg, Noodles ）

麺ダブル
twice noodles
ポークフランクとフレンチフライポテト
Sausages and French Fries

￥ 594- ）
￥ 950- ）

￥ 980- （税サ込￥1,164-）
￥ 1,130- （税サ込￥1,342-）
￥ 1,100- （税サ込￥1,306-）

季節メニュー Seasonal menu

￥ 1,050- （税サ込￥1,247-）
￥ 1,050- （税サ込￥1,247-）

広島風ピリ辛エビつけ麺 （夏季限定 4~9 月）
“Tsukemen” Hiroshima-style Hot and Spicy noodles ( Serving from April till September )
広島県産のカキフライ（6 個）（冬季限定 10~3 月）
Deep Fried Hiroshima oysters ( 6 pieces , Serving from October untill March )

※（

）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。

Price in (

) include 10% service charge and consumption tax.

メインディッシュ Main dish
東広島 味じまん卵のふわとろオムライス デミグラスソース
Omelet with Chicken Rice and Salad
まるごと骨付きもも肉チキンカレー リーフサラダ添え
Chiken Curry and Rice, Comes with salad
ビーフグリル ステーキカレー リーフサラダ添え
Beef Steak Curry and Rice, Comes with salad
竹原 峠下牛チーズバーガーとフレンチフライポテト
“Taoshita” Beef Cheese Burger with French Fries
ビーフグリルステーキ丼 東広島味じまん卵の温玉添え 味噌汁付き
Bowl of Rice with Beef Steak, Poached Egg on Top,Comes with Miso-soup
Small (100g)
Medium (150g)
Large (200g)
トマトソースとハーブソース
Pizza Tomato and Herb Sauce
・生ハム
Prosciutto
・ベーコン
Bacon
・スモークサーモン
Smoked Salmon
・チキン
Chiken

￥ 500- （税サ込
￥ 250- （税サ込
￥ 500- （税サ込
￥ 200- （税サ込

東広島 味じまん玉子のふわとろオムライス
デミグラスソース

デザート

チーズのピッツア
＊トッピング Topping
・シュリンプ
￥594-）
Shrimp
・コーン
￥297-）
Corn
・オニオンスライス
￥594-）
Sride Onion
・プチトマト
￥237-）
Petit Tomatoes

トマトソースとハーブソース
チーズのピッツア

Dssert

自家製アイスクリーム 2 種盛り
Ice cream
自家製シャーベット 2 種盛り
sherbet

￥ 1,150- （税サ込￥1,366-）
￥ 1,250- （税サ込￥1,485-）
￥ 1,480- （税サ込￥1,758-）
￥ 1,350- （税サ込￥1,603-）
￥ 1,300- （税サ込￥1,544-）
￥ 1,780- （税サ込￥2,114-）
￥ 2,100- （税サ込￥2,494-）
￥ 960- （税サ込￥1,140-）

￥ 400- （税サ込
￥ 100- （税サ込
￥ 100- （税サ込
￥ 200- （税サ込

￥475-）
￥118-）
￥118-）
￥237-）

竹原峠下牛チーズバーガーと
フレンチフライ

￥ 530- （税サ込

￥ 629- ）

￥ 530- （税サ込

￥ 629- ）

￥ 1,050- （税サ込￥1,247-）

プティスイーツ盛り合わせ
Assorted dessert

プティスイーツ盛り合わせ

※写真は全てイメージ写真です。

The photograph is all image

