
ビーフハンギングテンダー、チキン、ポークロース、ソーセージ、ベーコン、ハーブシュリンプ、帆立、ムール貝、
おすすめグリル野菜 ＊野菜の内容は季節によって変わる場合があります。
【 スパイシーライムソース、サワーソイビーンソース、ハーブソース 】

Super grilled combo
Beef hanging tender、roasted BBQ chicken、Pork loin、sausage、bacon、herb shrimp、scallop、mussels、

Recommended vegetables 【spicy lime sauce、sour soybean sauce、herb sauce】 

2～3人分 ¥4,500(¥4,950)

SUPER Grill combo 

※写真はイメージです。
※( )内は税込価格です。

かぶりつけ
！

13種類の
塊肉＆シー

フード・野
菜グリル！

★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★



SUPER Grill  c o mbo
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※写真はイメージです。　※( )内は税込価格です。

ビーフハンギングテンダー／チキン
ポークロース／ソーセージ／ベーコン

ミックスベジタブル／サワーソイビーンソース・ハーブソース付き
＊野菜の内容は季節によって変わる場合があります。

ミートグリルコンボ 

¥3,500( ¥3,850)

ミックスベジタブル    ¥880( ¥968)
Mixed vegetables

＊野菜の内容は季節によって変わります

GRILLED

VEGETABLE
SIDE MENU

シーフードグリルコンボ
¥3,000( ¥3,300)

ハーブシュリンプ／タコ足／ムール貝／帆立
ミックスベジタブルスパイシーライムソース・ハーブソース付き

＊野菜の内容は季節によって変わる場合があります。

タコ足         　　　　　  　　　 　  4P ¥790( ¥869)
Octopus

ホンビノス貝&ムール貝   　　  各種3P ¥940( ¥1,034)
Clam & mussels

ハーブシュリンプ  　 　　　　　　    4P ¥840( ¥924)
Herb shrimp

メカジキ　　　　　　 　　　　 200g ¥1,090(¥1,199)
Swordfish

帆立　　　　　　　　　　　　  4P  ¥1,190( ¥1,309)
Scallops

オマール海老　　　　　　　　   1P  ¥1,980( ¥2,178)
Lobster

黒米ライス  180g¥190( ¥209)
Black rice

バゲット  　　2P¥240( ¥264)
Baguette

ローストチキンBBQ  　　　　　　ハーフ¥1,090( ¥1,199)
Roasted BBQ chicken 

ポークロース 　　　　　　　　　　　200g ¥1,120( ¥1,232)
Pork loin

ビーフハンギングテンダー　　  　300g ¥1,420( ¥1,562)
Beef hanging tender

ラムチョップ　　　　　　　　　　  　 2P ¥1,980( ¥2,178)
Lamb chops

サーロイン　　　　　　　　　　  　300g ¥2,480( ¥2,728)
Sirloin

MEAT Grill combo SEAFOOD Grill combo 

グリル料理とご一緒にどうぞ★

GRILLED SEAFOODGRILLED MEAT

オススメ！

オススメ！

オススメ！



★★★★★★★  SALAD & COLD DISH ★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★  BAR FOOD ★★★★★★★★★★

APPETIZER

チキンとロメインレタスの
グリルシーザーサラダ

Chicken & romaine lettuce grilled caesar salad

¥790(¥869)

ブラザーズコブサラダ
“Brothers”cobb salad

¥890(¥979)

真鯛とグリル野菜のマリネ
バルサミコ風味

Balsamic vinegar marinated
sea bream & grilled vegetables

¥740(¥814)

※写真はイメージです。　※( )内は税込価格です。

いろいろ野菜の冷製トマト煮込み
Cold style stewed tomato & mixed vegetables

¥540(¥594)

オススメ
！

オススメ！

¥490(¥539)

スパイシーピクルス&
オリーブ
Spicy pickles & olive

¥590(¥649)

ワカモレと
トルティーヤチップス
Guacamole & tortilla chips

¥590(¥649)

熟成生ハム
Spanish ham

¥490(¥539)

カマンベール
Camembert cheese

¥540(¥594)

レバーペーストのディップ
Liver paste dipping sauce

５種セット　
¥2,500( ¥2,750)

厚切りパテのグリル
Grilled pate

¥640(¥704)



APPETIZER / dessert

自家製プリン
Homemade pudding

¥640(¥704)

※写真はイメージです。　※( )内は税込価格です。

本日のアイスクリーム
Today’s icecream

¥540(¥594)

ティラミス　　
Tiramisu

Lサイズ【2人分】 
¥920(¥1,012)

チョコレートケーキ　
Chocolate cake  ¥600(¥660)

★★★★★★★★★  FRY & HOT DISH ★★★★★★★★★★

皮付きフライドポテト
サワークリームと
スウィートチリソース
French fries

¥590(¥649)

グリルソーセージのチリビーンズ
Grilled sausages & chili

¥690(¥759)

バゲット
Baguetteシーフードのアヒージョ

Seafood ahijo

¥790(¥869)

オススメ！

メカジキの
フィッシュ&チップス
Fish & chips

¥720(¥792)

2P¥240(¥264)

★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★DESSERT

牛串のグリル野菜添え
Grilled beef & grilled vegetables

¥800(¥880)

海老のフリット
Shrimp fritter

¥600(¥660)

NEWNEW

NEW



★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★

c o urse

オール★スターコース
Allstar course

お一人様 ¥3,500(¥3,850)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★COU RSE MENU

★ スーパーグリルプレート
　   Super grilled platter

ビーフハンギングテンダー、
ポークロース、チキン、ベーコン
帆立、ムール貝、
ハーブシュリンプ、
おすすめグリル野菜

★  ブラザーズコブサラダ
　  “Brothers”cobb salad

★ おつまみプレート
　  Snacks plate

★ 本日のデザート
　   Today’s dessert

※2名様からご注文できます。 Minimum of 2persons

※写真はイメージです。　※( )内は税込価格です。

Beef hanging tender、
pork loin、chicken、bacon、
scallop、mussels、herb shrimp、
Recommended vegetables


