
価格は全て税込価格です。  |  Tax included.

21日間熟成 ブラックアンガスビーフ リブステーキコース
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前菜盛り合わせ
����������� �����

本日のスープ
��� !"����#$

21日間熟成ブラックアンガスビーフ リブステーキ 200g
マッシュポテト添え
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本日のデザート
��� !4���������

21日間熟成 群馬県産赤城牛 サーロインステーキ シェアコース

※2名様以上の偶数人数で承ります。
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2名様 &6�7��

前菜盛り合わせ
����������� �����

本日のスープ
��� !"����#$

21日間熟成 群馬県産赤城牛 骨付きサーロイン
シェアステーキ 800g （2名様でシェア） マッシュポテト添え
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本日のデザート
��� !4���������

コーヒー または 紅茶
�;�������� 

コーヒー または 紅茶
�;�������� 
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価格は全て税込価格です。  |  Tax included.
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- 同一テーブルのお客様は、皆様同一コースのご注文とさせて頂きます。
- 6名様以上でご注文の場合は、少々お時間を頂く場合がございます。

- 10名様以上でのご注文の場合、ご来店されてからのご注文では承れない場合がございます。
必ず事前のご予約をお願い致します。

USプライムビーフ テンダーロインステーキコース
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前菜盛り合わせ
����������� �����

本日のスープ
��� !"����#$

USプライムビーフ テンダーロインステーキ 200g
マッシュポテト添え
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本日のデザート
��� !4���������

コーヒー または 紅茶
�;�������� 

「コーヒー または 紅茶」は+440円で
エスプレッソ ／ カフェラテ ／ カプチーノ のいずれかに変更できます。

��#�) +�)2 +'���;�������� ���

�$������� ;��� ������� $$#))-+��,��� +��@�� �,����,�77�!�+?



国産骨付きチキンのグリル（半身）
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[パン 又は ライス] [スープ] [ドリンク] 付き
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宮崎県産おいも豚のグリルステーキ 200g
��������"��
�#
����� ����
������$

��%��
[パン 又は ライス] [スープ] [ドリンク] 付き
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ノルウェーサーモンのグリル
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[パン 又は ライス] [スープ] [ドリンク] 付き
�����������
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価格は全て税込価格です。  |  Tax included.
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ランチタイム限定で下記のお飲物を特別価格でご注文頂けます

ランチご注文のお客様は
+220円でサラダを追加できます。
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ランチご注文のお客様は
+330円でミニデザートを追加できます。
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アサヒプレミアム 熟撰
*�����#���� ��34 � ���3

Tokyo隅田川ブルーイング
ゴールデンエール
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Tokyo隅田川ブルーイング
ペールエール
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アサヒ スタウト
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ミモザ
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レッドアイ
����(6�

シャンディーガフ
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ベリーニ
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パイナップルジュース
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オレンジジュース
"���$��4 ���

グレープフルーツジュース
���!��� ��4 ���

アップルジュース
*!!���4 ���

クランベリージュース
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ディボン カヴァ ブリュット
（スパークリング）
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クラッカー ジャック シャルドネ
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アイアンストーン ヴィンヤーズ
ストーンヴァレー

レッド ブレンド カリフォルニア
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21日間熟成ブラックアンガスビーフのステーキ丼
和風ゆず胡椒ソース
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[スープ] [ドリンク] 付き
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21日間熟成ブラックアンガスビーフのリブステーキ
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[パン 又は ライス] [スープ] [ドリンク] 付き
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※当店では国産米を使用しております。 E=�����>��
��6�4�!����������F

価格は全て税込価格です。  |  Tax included.
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セットのお飲み物は下記からお選び下さい。
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ホットコーヒー ／ アイスコーヒー ／ 紅茶 ／ アイスティー

(�!����
�����:��+�������!! ����


0;;�
エスプレッソ ／ カフェラテ ／ カプチーノ
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※フレンチフライは+150円で「スパイシーポテト」に変更できます。

21日間熟成ブラックアンガスビーフ ×
オーストラリアビーフのクラシックバーガー
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(/��� トッピング
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チェダーチーズ／ベーコン／アボカド／ブルーチーズ／マッシュルーム
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赤城牛 × オーストラリアビーフの
オリジナルハンバーグステーキ 200g
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(/��� トッピング
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チェダーチーズ／ベーコン／半熟卵
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個室のご案内

おすすめコース
3日前までのご予約とさせて頂きます。

37 Steakhouse & Barでは6名様から最大24名様までご利用頂ける

個室をご用意しております。

大事なご接待やプライベートな空間をご希望の方など

様々なシチュエーションにお応え致します。

詳しくは下記QRコードよりオフィシャルサイトにてご確認下さい。

（ご利用最低保証料金がございます）

USプライムビーフ  サーロインステーキコース
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 !"###

21日間熟成 群馬県産赤城牛 ポーターハウスステーキコース
【2名様～12名様限定】
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価格は全て税込価格です。  |  Tax included.

その他のコースもご用意しております。詳しくは下記QRコードよりオフィシャルサイトにてご確認下さい。

ベイクドオレンジチーズケーキ バニラアイスクリーム添え
����'	
���&�	�(����	����	*+�������	�,�	�����  "$-#

ミックスベリーのティラミス
��.�'	����%	��������  "#-#

ピーカンナッツのタルト ピスタチオアイスクリーム添え
��,��	���	����	*+�����,(��	�,�	�����  "#-#

ピスタチオのクレームブリュレ ピスタチオアイスクリーム添え
�����,(��	�����	������	*+�����,(��	�,�	�����  "$-#

チョコレートバナナテリーヌ バニラアイスクリーム添え　
�(�,�����	������	�������	*+�������	�,�	�����  " ##

アイスクリーム
�,�	����� )-#

バニラ／チョコレート／ピスタチオ／レモンシャーベットより2種類お選び下さい。
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価格は全て税込価格です。  |  Tax included.
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