
ステーキ、ハンバーグ、チキン＆ポークには、全品【ライス】または【パン】が付きます。

Hamburg Steak with Demiglace Sauce

オリジナルハンバーグステーキ 特製デミグラスソース ￥1,100
【ライス】または【パン】付き

Hamburg Steak with Fried Egg & Original Demiglace Sauce

目玉焼き ハンバーグステーキ 特製デミグラスソース ￥1,200
【ライス】または【パン】付き

18½ Steakhouse Special Assort of Grills (100g Hamburg Steak / Raizan Pork Sausage / Chicken)

18½ Steakhouseスペシャルミックスグリル
（オリジナルハンバーグステーキ100g／雷山豚ソーセージ／グリルチキン）

￥1,800
【ライス】または【パン】付き

HAMBURG
STEAK

18½ Steakhouseのステーキは素材の味を引き出す事にこだわり、味付けは塩・胡
椒のみでご提供しております。 他では味わえない、肉本来の旨味をお楽しみ下さい。

ビーフ100％ 手捏ねプレミアムハンバークステーキ 選べるソース

オーストラリア産オーストラリア産
150g サーロインステーキ150g サーロインステーキ

オーストラリア産 250g リブロースステーキ

オーストラリア産
150g サーロインステーキ

トマト＆チーズ ハンバーグステーキトマト＆チーズ ハンバーグステーキ
特製デミグラスソース特製デミグラスソース

18½ Steakhouseスペシャル18½ Steakhouseスペシャル
ミックスグリルミックスグリル

トマト＆チーズ ハンバーグステーキ
特製デミグラスソース

18½ Steakhouseスペシャル
ミックスグリル

ベジタブル ハンバーグステーキ おろしポン酢ソースベジタブル ハンバーグステーキ おろしポン酢ソースベジタブル ハンバーグステーキ おろしポン酢ソース

スタンダード ハンバーグステーキSTANDARD HAMBURG STEAK

Hamburg Steak with Tomato, Cheese & Original Demiglace Sauce

トマト＆チーズ ハンバーグステーキ 特製デミグラスソース ￥1,380
【ライス】または【パン】付き

Hamburg Steak with Vegetable & Oroshi Ponzu Sauce

ベジタブル ハンバーグステーキ おろしポン酢ソース ￥1,380
【ライス】または【パン】付き

Hamburg Steak with Mushroom & Oroshi Ponzu Sauce

和風きのこハンバーグステーキ おろしポン酢ソース ￥1,360
【ライス】または【パン】付き

プレミアム ハンバーグステーキPREMIUM HAMBURG STEAK

Beef 100% Premium Hamburg Steak with Your Choice of Sauce
Demiglace or Oroshi Ponzu

ビーフ100％ 手捏ねプレミアムハンバークステーキ ※ソースは下記からお選び下さい。￥1,380
【ライス】または【パン】付き

選べるソース 【デミグラス】 ・ 【和風おろしポン酢】

付け合わせの野菜は季節により変わります

付け合わせの野菜は季節により変わります

付け合わせの野菜は季節により変わります
付け合わせの野菜は季節により変わります

STEAK

価格は全て税抜価格です

150g Australian Beef Sirloin Steak

オーストラリア産 150g サーロインステーキ ￥1,480
【ライス】または【パン】付き

200g Australian Beef Sirloin Steak

オーストラリア産 200g サーロインステーキ ￥1,680
【ライス】または【パン】付き

250g Australian Beef Cube Roll Steak

オーストラリア産 250g リブロースステーキ ￥2,600
【ライス】または【パン】付き

18½ Steakhouse Special Steak (185g Australian Beef Cube Roll Steak)

18½ Steakhouseスペシャル ステーキ
（オーストラリア産 185g リブロース）

￥1,950
【ライス】または【パン】付き

TOPPINGS トッピング
Fried Egg目玉焼き + ￥120 Cheeseチーズ + ￥220



Classic Caesar Salad

クラシック シーザーサラダ ￥630

CHICKEN
& PORK

SALAD

骨付き国産鶏のグリル（半身）骨付き国産鶏のグリル（半身）
和風ゆず胡椒ソース和風ゆず胡椒ソース
骨付き国産鶏のグリル（半身）
和風ゆず胡椒ソース 北海道産ラベンダーポークのグリル北海道産ラベンダーポークのグリル

おろしポン酢ソースおろしポン酢ソース
北海道産ラベンダーポークのグリル
おろしポン酢ソース

クラシック シーザーサラダクラシック シーザーサラダ

ツナと卵、ブラックオリーブのツナと卵、ブラックオリーブの
ニース風サラダニース風サラダ

ポテトとホワイトアスパラ、ポテトとホワイトアスパラ、
キドニービーンズのサラダキドニービーンズのサラダ

クラシック シーザーサラダ

ツナと卵、ブラックオリーブの
ニース風サラダ

Fried Potato
with Sour Cream & Sweet Chicli Sauce

フライドポテト
サワークリームとスイートチリソース

￥450

Raizan Pork Sausage

九州糸島雷山豚ソーセージ ￥540

Chicken Basket

フライドチキンバスケット ￥680

Rice

ライス ￥200
大盛り ￥250 Bread

パン ￥230

Today’s Soup

本日のスープ ￥300

SIDE MENU

フライドポテトフライドポテト
サワークリームとスイートチリソースサワークリームとスイートチリソース フライドチキンバスケットフライドチキンバスケット
フライドポテト
サワークリームとスイートチリソース フライドチキンバスケット九州糸島雷山豚ソーセージ九州糸島雷山豚ソーセージ九州糸島雷山豚ソーセージ

ポテトとホワイトアスパラ、
キドニービーンズのサラダ

Potato, White Asparagus & Kidney Bean Salad

ポテトとホワイトアスパラ、キドニービーンズのサラダ ￥630

選べるドレッシング【サウザンアイランド】 ・ 【オニオン】 ・ 【グリーンゴッデス】

Salad Nicoise

ツナと卵、ブラックオリーブのニース風サラダ ￥630

選べるドレッシング【サウザンアイランド】 ・ 【オニオン】 ・ 【グリーンゴッデス】

Grilled 1/2 Chicken with Yuzu Pepper Sauce

骨付き国産鶏のグリル（半身） 和風ゆず胡椒ソース ￥1,560
【ライス】または【パン】付き

Grilled Hokkaido Pork with Oroshi Ponzu Sauce

北海道産ラベンダーポークのグリル おろしポン酢ソース ￥1,560
【ライス】または【パン】付き

付け合わせの野菜は季節により変わります

当店は【前会計制】の
セルフサービスとなっております

ご注文のお料理によってご提供時間が前後する場合がございます

メニューの価格は全て税抜価格です

Original Beef Curry & Rice

特製ビーフカレー ￥830
大盛り ￥980

Egg on Curry & Rice

エッグカレー ￥930
大盛り ￥1,080

Cheese on Curry & Rice

チーズカレー ￥890
大盛り ￥1,040

Mushroom on Curry & Rice

きのこカレー ￥1,000
大盛り ￥1,150

CURRY

特製ビーフカレー

Premium Soft Ice Cream “Cremia”

プレミアム生クリームソフト “クレミア”

真の美味しさを追求し、厳選された素材とこだわりの製法を駆使。
今まで見たことのない、食べたことの無い、贅沢なソフトクリームです。

￥470

DESSERT

BEER ビール

Draft Beer

アサヒ スーパードライ グラス ￥480
ジョッキ ￥580

WHISKY ウイスキー

Black Nikka

ブラック ニッカ
・ストレート　・ロック　・水割り　・ハイボール

￥480

OTHER その他

Non Alcoholic Beer

アサヒ ドライゼロ
（ノンアルコールビール）

￥400

WINE ワイン

Wine by the Glass

グラスワイン（赤/白） ￥420

Bottle Wine

ボトルワイン ￥2,780

TEA 紅茶

Tea

紅茶 ￥360

Iced Tea

アイスティー ￥360

COFFEE コーヒー

Coffee

コーヒー ￥330

Iced Coffee

アイスコーヒー ￥330

Caffe Latte

カフェラテ ￥380

Iced Caffe Latte

アイス カフェラテ ￥380

SOFT DRINK ソフトドリンク

Coca Cola

コカ・コーラ ￥360

Ginger Ale

ジンジャーエール ￥360

Melon soda

メロンソーダ ￥360

Orange Juice

オレンジジュース ￥360

Oolong Tea

ウーロン茶 ￥360

DRINK
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