


■セットメニュー■ ※お料理と一緒にご注文ください。

ぜんぶ
食べ放題セット

焼きたてパン＆ライス
デリカ＆サラダ･スープ
ぜんぶ食べ放題

焼きたてパン＆ライス
デリカ＆サラダ･スープ
ぜんぶ食べ放題

プラス￥690
(税別 )

デリカ＆サラダ･スープ
食べ放題セット

ライス
【大盛り可】

焼きたてパン
食べ放題

ミニ･パフェ

★ティラミスパフェ
★チーズケーキパフェ
★ガトーショコラパフェ
★季節のフルーツパフェ

プラス￥390
(税別 )

プラス￥280
(税別 )プラス￥390

(税別 )

プラス￥2１0
( 税別 )

セットドリンク
コーヒー (HOT/ICE)　紅茶 (HOT/ICE）
フレーバーティー　オレンジジュース
ウーロン茶　コカ･コーラ　ジンジャーエール
カルピス　メロンソーダ

プラス　￥１80( 税別 )

Japanese   B  lack beef cattle & Berkshire   B  lack pork

Hamburg Steak創業当時から変わらぬ人気のB.Bハンバーグ

炎 のB.Bハンバーグ

『炎のB.B ハンバーグ』は､ブランデーで
フランベし､脂肪分やアルコール分を飛ば
す事でさらに芳ばしい香りが漂います。
お肉本来の旨味と甘味が凝縮されたB.B
ハンバーグをお楽しみください。

『炎のB.B ハンバーグ』は､ブランデーで
フランベし､脂肪分やアルコール分を飛ば
す事でさらに芳ばしい香りが漂います。
お肉本来の旨味と甘味が凝縮されたB.B
ハンバーグをお楽しみください。

160ｇ（Ｓサイズ）

320ｇ（ダブル）

\880(税別 )

\1240(税別 )

１６０g が２個！！

さらにトッピングでオリジナルハンバーグを！！

イタリアンチーズ

チーズスクランブルエッグ

目玉焼き

厚切りベーコン

プラス￥１00( 税別 )

◆自家製デミグラスソース

◆完熟トマトソース

◆和風ガーリックステーキソース

◆自家製ポン酢

コーンバター

梅肉･青じそ･大根おろし

ソーセージグリル
　　　￥420( 税別 )

アサヒ
スーパードライ (生 )
　　　　　￥380( 税別 )

プラス￥１00( 税別 ) プラス￥１00( 税別 ) フライドオニオンプラス￥１00( 税別 )

プラス￥１00( 税別 ) プラス￥200( 税別 )

プラス￥200( 税別 )

ソースをお選びください。

ダブルトッピングもおすすめ！！



■セットメニュー■ ※お料理と一緒にご注文ください。

ぜんぶ
食べ放題セット

焼きたてパン＆ライス
デリカ＆サラダ･スープ
ぜんぶ食べ放題

焼きたてパン＆ライス
デリカ＆サラダ･スープ
ぜんぶ食べ放題

プラス￥690
(税別 )

デリカ＆サラダ･スープ
食べ放題セット

ライス
【大盛り可】

焼きたてパン
食べ放題

ミニ･パフェ

★ティラミスパフェ
★チーズケーキパフェ
★ガトーショコラパフェ
★季節のフルーツパフェ

プラス￥390
(税別 )

プラス￥280
(税別 )プラス￥390

(税別 )

プラス￥2１0
( 税別 )

Combination Hamburg SteakB.B ハンバーグ＆いろんなお料理

B.B ハンバーグ＆
　　チキンのチーズ焼き
　　　　　　　　トマトソース

B.Bハンバーグ＆ソーセージ

※ハンバーグはすべて 160ｇです。

B.B ハンバーグ＆ねぎたっぷりチキンステーキ塩だれソースB.B ハンバーグ＆クリームコロッケ

B.B ハンバーグ＆フライドチキン

\1200(税別 )

\1200( 税別 )

\1200( 税別 )

\1200( 税別 ) \1200( 税別 )

B.B ハンバーグと人気のお料理がセットに
なって２度おいしいコンビハンバーグです。

バジルのペースト
ジェノベーゼ風味

























食べ放題セット付き

ライス＆焼きたてパン
＋

スープ･サラダ＆デリカ
＋

パンケーキ＆シフォンケーキ
ぜんぶ食べ放題!!

食べ放題セット付き

         160g･･･\1280(税別)

ソースをお選びください。

◆自家製デミグラスソース　 ◆完熟トマトソース

◆和風ガーリックステーキソース ◆自家製ポン酢

B.Bハンバーグ＆
チキンのチーズ焼きトマトソース
　　　　　　～ジェノベーゼ風味～

アンガス牛プライム『黒粋』

ロースステーキ(200g)

Pasta

ベーコンとほうれん草の
クリームパスタ
～半熟卵添え～

●厚切りベーコンのピリ辛ペペロンチーノ

●辛子明太子と生クリームのパスタ ～しその香り～

●厚切りベーコンと山菜･きのこの和風パスタ

●なす･アボカドとモッツァレラチーズのトマトパスタ

ハヤシソースのオムライス

\1680(税別)

Daily Lunch
Set Menu

B.Bハンバーグ B.Bハンバーグ
トッピング付き

目玉焼き

食べ放題セット付きで

\1360(税別)

フライドオニオン イタリアンチーズ

梅肉･青じそ･大根おろし

■コンビネーションハンバーグ■

柔らかでジューシー、きめ細やかな肉質のアンガス牛プライム｢黒粋｣使用

ロースステーキ＆
　チキンのチーズ焼き トマトソース
          ～ジェノベーゼ風味～

ロースステーキ＆

　　　　   フライドチキン

\1530(税抜)

漬け込み
　ハラミステーキ

チキンステーキ 
チーズ焼き トマトソース

～ジェノベーゼ風味～

￥1320(税別)

Gratin&Rice GratinRice Omlet

ステーキのソースをお選びください。

特製柚子胡椒ソース

和風ガーリックステーキ

コーンバター
※ハンバーグは160g

※ハンバーグは160g

食べ放題セット付き

◆B.Bハンバーグ＆フライドチキン

◆B.Bハンバーグ＆クリームコロッケ

◆B.Bハンバーグ＆
　　エビとホタテのクリームグラタン

\1480(税別)

\1480(税別)

\1500(税別)

食べ放題セット付き

食べ放題セット付き

ロース
100g

ロース
100g

ロース
100g

ロースステーキ＆

　　  B.Bハンバーグ(160g)

食べ放題セット付き \1530(税抜)食べ放題セット付き \1580(税抜)食べ放題セット付き

\1580(税抜)

食べ放題セット付き

ハラミ
150g

\1280(税抜)

食べ放題セット付き

ねぎたっぷり

チキンステーキ 

塩だれソース

\1280(税抜)

食べ放題セット付き

ソースをお選びください。

特製柚子胡椒ソース

和風ガーリックステーキ

食べ放題セット付き

\1180(税別)

\1220(税別)

\1280(税別)

\1320(税別)

CheeseFondue

ゆであげパスタ

チーズフォンデュ

グラタン＆ドリア/オムライス

●厚切りなすのミートソースグラタン

●チキンときのこのクリームグラタン

●エビとホタテのクリームグラタン

厚切りなすのミートソースグラタン

●焼きチーズカレードリア

●ベーコンときのこの和風トマトドリア

●半熟卵のカルボナーラ風ドリア

●ふわふわ卵のオムライス～ケチャップソース～

●ハヤシソースのオムライス

●とろけるチーズのオムライス～デミグラスソース～

食べ放題セット付き

\1280(税別)

\1280(税別)

\1280(税別)

焼きチーズカレードリア

\1180(税別)

\1280(税別)

\1280(税別)

\1120(税別)

\1180(税別)

\1200(税別)

食べ放題セット付き

ベジタブルチーズフォンデュ

￥1390(税別)

★チーズケーキパフェ

★ガトーショコラパフェ

★ティラミスパフェ

★季節のフルーツパフェ

ミニ･パフェ プラス\280(税別)

ドリンクバー プラス\100(税別)

食べ放題セット付き

\1430(税別)


