
サイズ：縦１８２ｍｍ×横２５７ｍｍ
二つ折り
両面印刷（カラー）

天

地

（表紙） （中面）
二つ折り
（真ん中）

二つ折
（真ん中）

フランス風 ロシア風

メキシコ風 オランダ風

イタリア風 和風

コクのある３種
チーズのソース

ピリ辛トマトチリソース
と

チーズソース

ピリ辛トマト
チリソース

醤油オニオンの
さっぱりソース

ワインとマッシュルーム
の

デミグラスソース

コクのある
ブラウンソース

フライドエッグ　￥１００　ゴーダーチーズ　￥１００　

ご一緒に…

・ライス　または　パン（2 個）・・・・・ ￥２５０
・味噌汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥１５０
・コーンポタージュ（濃厚︕おすすめ） ・・ ￥５５０

　ハンバーグシチュー（煮込みハンバーグ） ・・・・・・ ￥1,450

　黒毛和牛サーロインステーキ（200ｇ）・・・・・・ ￥3,750

　タンシチュー (200g) ・・・・・・・・・・・・・・ ￥3,200

　海老フライ（大海老３本　自家製タルタルソース） ・・・・ ￥1,450

　ステーキ丼（２００ｇ特製ガーリック醤油）・・・・・・・ ￥1,750

　お子様ランチ（ハンバーグと揚げ物などのセット）・・・・ ￥1,500

　カキフライ（生牡蠣を使用︕季節限定１１月～３月頃）・・・・ \1,450

　ビーフカレー（ルーから手作り、じっくり煮込）・・・・・ ￥1,100

　ジャンボメンチカツレツ（肉汁たっぷり国産牛 100％）  \1,100

　国産若鶏チキンソテー（デミグラス・和風・ピリ辛トマトチーズより） ￥1,500

・小海老の串揚げ
・ポテトフライ
・鶏の唐揚げ
・イカの唐揚げ
・ガーリックトースト

・ウインナー
・揚げチーズ（定番︕濃厚チーズ）
・海老とニンニクの芽のソテー
・ほうれん草のバターソテー
・ミニサーロインステーキ　

国産牛肩ロース１００％使用︕︕

手ごね鉄板焼　 各種　￥
GRAND MENU

　ハンバーグ（通常サイズ）
お好きなハンバーグソース 6種類
よりお選び下さい。

　フランス・ロシア・メキシコ

　オランダ・イタリア・和風

スペシャルハンバーグ弁当　　￥1,650

※多少、 写真と異なる場合がございます。

コンビネーションサラダ　￥550
　※ドレッシングをお選びください。

ミニサラダ　　￥350
※ドレッシングをお選びください。

トマトサラダ
　　　鶏ごぼうサラダ　各￥550
　　　　マヨネーズ

シャモニ　

モン・ブラン

フランス

●繁忙期や人手不足時は、出前をお休み又はお時間を頂く場合がございます。
●表示価格はすべて税込価格です。

出前用

　　　　ドレッシング

・和風ドレッシング　　
・フレンチドレッシング
・サウザンドレッシング

※ドレッシング追加１個￥１００。ドレッシングのみは注文不可。

パーティー、誕生日会、忘年会、新年会、などに是非ご利用ください

＜５～６名様用＞
￥3,900　　￥5,900　　￥7,900 炒め物

漬物

※表示価格はすべて税込価格です。
サラダ

おつまみ　各種　￥４5０

オードブル

R05.04

（裏表紙）

天

地

（中面）

　　出前エリア
森下、清澄、新大橋、常盤、、白河、千歳、立川、菊川、両国、

緑、住吉、猿江（1 丁目）、毛利（1 丁目）、江東橋（5 丁目）

　　　森 下 店
出前時間 AM 11:00 ～ PM 2:30
 PM    5:00 ～ PM 8:30
1,600 円よりお届けします。

☏ 3632-7077（ご注文はこちら）
          新大橋通り（江東区森下 2-19-9）

小海老フライ２本
鶏の唐揚げ
揚げチーズ
ウインナー

※営業日 2日前までにご予約ください。

直営だから
安い！安心！
配達料なし♪
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