お特なランチメニュー open〜16:00

Lunch Menu
ハンバーグと
国産牛カットステーキランチ
Hamburg steak & Cut beef steak

ハンバーグは 2 種類より
お好きなソースを
・デミグラス
ソース
お選びください

価格はセット価格になっております

早昼サービス！

11:45 分までにご注文の
お客さまに目玉焼（1 個）サービス！

・ステーキ
ソース

ミディアムレアがおすすめです

国産牛カットステーキ

ハンバーグ 120g

70g ＋ ハンバーグ 180g

1880 円（税込 2068 円）
2110 円（税込 2321 円）

Hamburg steak（beef & pork)

万世キングハンバーグランチ

180g

Mansei Combination set

1290 円（税込1419 円）

1720 円（税込1892 円）
180g 1950 円（税込2145 円）
120g

万世コンボランチ

万世伝統ハンバーグとエビフライ、目玉焼き

Wagyu beef teppan yaki

黒毛和牛
鉄板焼ランチ
1480 円（税込1628 円）
中 120g 1880 円（税込2068 円）
小 80g

◎からし醤油タレ（中辛・辛口）か
カルビ焼肉タレがお選び頂きます

Wagyu beef Steak lunch

黒毛和牛
ステーキランチ
（もも）
120g

2350

円（税込2585 円）

◎ミディアムレアがおすすめです

Topping［おすすめトッピング］
Cheddar cheese

チェダーチーズ

＋120 円
（税込 132 円）

Spaghetti Napolitan

ナポリタン

＋ 300 円

（税込 330 円）

Roast garlic chip

ガーリックチップ

＋ 170 円

（税込 187 円）
Fried egg

目玉焼き

＋ 120 円

（税込 132 円）

Coin croquette

Deep fried shrimp

＋ 90 円

＋ 550 円（税込 605 円）

Hamburg steak & Spaghetti neapolitan

ハンバーグ＆ナポリタンランチ 和風おろしハンバーグランチ

1350
180g 1580 円（税込1738 円）
120g

SET

Bacon

特製ベーコン焼き

【ライスのおかわりはサービスです】

小ライスに変更の場合は30円引きになります
小ライスご注文でのおかわりはご遠慮下さい

＋ 170 円

（税込 187 円）

Premium soft serve ice

Hot spring egg

温泉卵

＋ 120 円（税込 132 円）

Mini Stewed beef

ミニビーフシチュー

1050

円
（税込1155円）

Soft serve ice

ソフトクリーム

+260 円（税込286 円）

■取扱い商品、器、盛り付け等は店舗により異なる場合がございます

1630 円（税込1793 円）
+

＋170 円（税込 187 円）で
とん汁をポタージュに変更できます

プレミアム
ソフトクリーム

Corn

180g

+

全品 ライス・とん汁付

コーン

＋ 110 円（税込 121 円）

円（税込1485 円）

Rice, soup included.

コインコロッケ エビフライ

（税込 99 円）

Hamburg steak Japanese style（ japanese sauce
made primarly of soy sauce and citrus juice ）

＋170 円（税込 187 円）で
スモールサラダを追加できます

Soft Drink

Hamburg steak with avocado

アボカドハンバーグランチ
180g

1450 円（税込1595 円）

ジャンボ肉焼売
にくしゅうまい

ランチタイム特別価格

280
208

（２個）

コーヒー（アイス・ホット）
紅茶（レモン・ミルク／アイス・ホット）
ホワイトウォーター
ホワイトソーダ
ランチドリンクセット
ペプシコーラ
円
（税込352 円）
各＋
メロンソーダ
※お料理をご注文の場合に限らせて頂きます
オレンジ（果汁 70%）
ドリンク単品
サントリーウーロン茶
円
（税込550 円）野菜ジュース（トマトベース）
各＋

円（税込308 円）

Glass wine
／Beer ＋400 円（税込440 円）

320

500

■料理の付け合わせは季節により多少変更がございます

グラスワイン
（赤・白）

生ビール 小

（ザ・プレミアムモルツ）
8132-43M

