
DINNER MENU



Steak & Hamburg Course
ステーキとハンバーグコース

伊都コース
ITO course

季節のオードブル
糸島野菜のガーデンサラダ
本日のスープ
メインステーキ
特製ハンバーグ
自家製パン orごはん orガーリックライス
デザート盛合せ
コーヒー

¥ 4,200〈税込￥4,620〉

＋¥ 500（¥550）

お好きなステーキをお選びください

お好きなステーキをお選びください

❶ 厳選サーロインステーキ（100g）

❷ 厳選フィレステーキ（100g）

（❶～❷よりお選びください）

極みコース
KIWAMI course

季節のオードブル
糸島野菜のガーデンサラダ
本日のスープ
メインステーキ
特製ハンバーグ
自家製パンorごはん orガーリックライス
デザート盛合せ
コーヒー

¥ 6,000〈税込￥6,600〉

❶ 黒毛和牛サーロインステーキ （100g）

❷ 黒毛和牛フィレステーキ （100g）

❸ 黒毛和牛シャトーブリアンステーキ （100g）

（❶～❸よりお選びください）

＋¥ 500（税込 ¥550）

＋¥ 1,000（税込 ¥1,100）

+¥300（税込 ¥330）でデザートグレードアップできます。

海と山に囲まれ、肥沃な土地に恵まれた
福岡県糸島市は、美しい野菜の宝庫。
太陽をいっぱい浴びた糸島野菜は新鮮で
色が濃く味がしっかりして甘いのが特徴です。

※仕入れの状況により、糸島野菜サラダ・マリネの一部に糸島産以外の食材が含まれる場合がございます。



¥ 3,600〈税込￥3,960〉

❶ 厳選サーロインステーキ（180g）

❷ 厳選フィレステーキ（180g）

❸ サイコロステーキ（180g）

❹ 牛サガリステーキ（240g）

お好きなステーキをお選びください

KAZE course
風コース

季節のオードブル /
糸島野菜のガーデンサラダ /本日のスープ /
メインステーキ（以下❶～❹よりお選びください）/
自家製パンorごはん orガーリックライス /
デザート盛合せ /コーヒー

極旨肉のステーキコース
Beef Steak Dinner Course

ステーキと魚料理のコース
Steak & Fish Dish Course

＋¥700（税込 ¥770）

+¥300（¥330）でデザートグレードアップできます。

¥ 4,500〈税込￥4,950〉

❶ 黒毛和牛赤身ステーキ（120g）

❷ 黒毛和牛サーロインステーキ（120g）

❸ 黒毛和牛フィレステーキ（120g）

❹ 黒毛和牛シャトーブリアンステーキ（120g）

お好きなステーキをお選びください

OKA course
邱コース

季節のオードブル /
糸島野菜のガーデンサラダ /本日のスープ /
メインステーキ（以下❶～❹よりお選びください）/
自家製パンorごはん orガーリックライス /
デザート盛合せ /コーヒー

＋¥600（税込 ¥660）

＋¥1,500（税込 ¥1,650）

＋¥2,500（税込 ¥2,750）

¥ 4,000〈税込￥4,400〉

❶ 厳選サーロインステーキ（100g）

❷ 厳選フィレステーキ（100g）

お好きなステーキをお選びください

KAFURI course
加布里コース

季節のオードブル /
糸島野菜のガーデンサラダ /本日のスープ /
魚料理
メインステーキ（以下❶～❷よりお選びください）/
自家製パンorごはん orガーリックライス /
デザート盛合せ /コーヒー

＋¥500（税込 ¥550）

+¥300（税込 ¥330）でデザートグレードアップできます。

¥ 6,000〈税込￥6,600〉

❶ 黒毛和牛サーロインステーキ（100g）

❷ 黒毛和牛フィレステーキ（100g）

❸ 黒毛和牛シャトーブリアンステーキ（100g） 

お好きなステーキをお選びください

ITOSHIMA course
糸島コース

季節のオードブル /
糸島野菜のガーデンサラダ /本日のスープ /
魚料理
メインステーキ（以下❶～❸よりお選びください）/
自家製パンorごはん orガーリックライス /
デザート盛合せ /コーヒー

＋¥500（税込 ¥550）

＋¥1,000（税込 ¥1,100）



各種ステーキを、セットにできます。
風の邱ガーデンサラダ / デザート３種盛り合わせ / 自家製パン or ごはん / 本日の特製スープ / コーヒー

セット料金

<240g>

<240g>

<240g>

<180g>

<180g>

<180g>

<180g>

<240g>

<180g>

<180g>

<180g>

<120g>

<120g>

<120g>

<120g>

<180g>

（税込 ¥2,728）

（税込 ¥3,498）

（税込 ¥2,728）

（税込 ¥3,828）

（税込 ¥4,488）

（税込 ¥5,478）

（税込 ¥6,578）

（税込 ¥2,508）

（税込 ¥3,498）

（税込 ¥4,378）

（税込 ¥3,498）

（税込 ¥4,928）

（税込 ¥5,918）

（税込 ¥7,128）

（税込 ¥8,558）

（税込 ¥3,278）

（税込 ¥3,828）

（税込 ¥4,928）

（税込 ¥5,478）

（税込 ¥6,028）

（税込 ¥6,578）

（税込 ¥2,178）

¥3,180
¥3,980
¥3,180
¥4,480
¥5,380
¥6,480
¥7,780
¥2,980
¥3,480
¥4,480
¥4,980
¥5,480
¥5,980
¥1,980

＋¥1,000

¥2,480
¥3,180
¥2,480
¥3,480
¥4,080
¥4,980
¥5,980
¥2,280

Steaks 各種ステーキ　いずれのステーキもセットにできます。

厳選サーロインステーキ

厳選フィレステーキ

切り落としサイコロステーキ

和牛赤身ステーキ

和牛サーロインステーキ

和牛フィレステーキ

和牛シャトーブリアンステーキ

風の邱ビフテキ テリヤキソース

本日のステーキ＆ハンバーグ

和牛赤身ステーキ＆ハンバーグ

和牛サーロインステーキ＆ハンバーグ

和牛フィレステーキ＆ハンバーグ

和牛シャトーブリアンステーキ＆ハンバーグ

風の邱特製ハンバーグステーキ

¥1,600
 

¥1,000
¥700
¥700

¥1,800
¥2,480
¥2,000
¥1,800

 

（税込 ¥1,760）

  
（税込 ¥1,100）

（税込 ¥770）

（税込 ¥770）

（税込 ¥1,980）

（税込 ¥2,728）

（税込 ¥2,200）

（税込 ¥1,980）

（税込 ¥770）

（税込 ¥330）

（税込 ¥660）

（税込 ¥660）

（税込 ¥660）

（税込 ¥1,320）

（税込 ¥1,320）

à la carte アラカルト

季節の前菜

新鮮野菜サラダ盛合せ
極旨ドレッシング

自家製フライドポテト

本日のスープ

本日のお魚料理

牛肉の赤ワイン煮込み

極旨豚ロースのグリル

国産ハーブ鶏のグリル

¥700
¥300
¥600
¥600
¥600

¥1,200
¥1,200

ガーリックライス

ごはん

パン盛合せ

アイスクリーム

シャーベット

シェフ特製デザートプレート

キッズプレート

（税込 ¥1,100）


