Beer Terrace

プランメニュー

Meal plans

S plan ￥6,000
飲み放題 + 90 食べ放題
90
min
min

ラン！
大好評プ
choice!
A popular

All-you-can-drink

All-you-can-eat

A plan ￥5,500
飲み放題 + セットメニュー
90
min
All-you-can-drink

Set menu

右ページの食べ放題メニューから
（90分）
好きなだけ！

セットメニュー

Choose any number of dishes from the-all-you-can-eat
menu on the right!(90 min)

Includes one serving of the dishes below,
other orders can be made for an additional fee.

Set Menu

お料理はセットメニュー（出し切り）
とし追加の場合は別途有料となります。

生ラムジンギスカン（100ｇ）
Genghis Kahn (lamb BBQ)

￥2,200 Plan

味付きラムジンギスカン（80ｇ）

90
min

塩ラムジンギスカン（80ｇ）

飲み放題

All-you-can-drink

Marinated Genghis Kahn (lamb BBQ)

Salted Genghis Kahn (lamb BBQ)

ピリ辛ジンギスカン（60ｇ）

右ページの飲み放題メニューから
（90分）
好きなだけ！
アサヒスーパードライ生ビールをはじめアルコールは25種類以上!

Order unlimited drinks from the-all-you-can-drink menu
on the right! (90 min)
Over 25 varieties of alcoholic drink,
including Asahi Super Dry draft beer!

Spicy Sauce Genghis Kahn (lamb BBQ)

塩ホルモン（40ｇ）
Salted horumon (offal)

ビックフランク（1本）
Large frankfurter

枝豆

Edamame (soybeans in the pod)

トマトたっぷりサラダ
Tomato Salad

5，000円で5，500円分使える

DELICIOUS TICKET がお得！
詳しくはスタッフまでお気軽にお申し付けください。

¥5,500 of tickets for just ¥5,000 Even better value with
Delicious Tickets! Ask a member of staff for details.
デリシャスチケットは500円券11枚の綴りという仕様です。
Delicious Tickets come as a set of eleven ¥500 yen tickets.
表示価格は全て税込み価格です。 All prices shown include tax.

冬眠キムチ

Overwintered kimchi

フライドポテト
French fries

焼き野菜付き
Grilled vegetables

ご飯又はあご出汁きしめん
White rice or
Kishimen(Flat Noodles) with Fish stock

ジンギスカンは生肉を使用しておりますので備え付けの
トングを使用し、
よく加熱してお召し上がりください。

90
min

食べ放題
プランメニュー

Eat

All-you-can-

Genghis Khan (lamb BBQ) is brought to your table uncooked,
use the individual tongs provided to cook well before serving.

90
min

飲み放題
プランメニュー

Drink

All-you-can-

90分

生ラムジンギスカン

90分

アサヒスーパードライ生ビール
Asahi Super Dry (draft beer)

Genghis Kahn (lamb BBQ)

味付きラムジンギスカン

キリンスプリングバレー豊潤496
Kirin Spring Valley(draft beer )

Marinated Genghis Kahn (lamb BBQ)

ハイボール

塩ラムジンギスカン

Highball

Salted Genghis Kahn (lamb BBQ)

ウイスキー（水割り/ロック）

Whisky (with water/on the rocks)

ピリ辛ジンギスカン

焼酎（水割り/ロック）

Spicy Sauce Genghis Kahn (lamb BBQ)

Shochu (with water/on the rocks）

塩ホルモン
Salted horumon (offal)

ウーロンハイ

Oolong highball (oolong tea with shochu)

ビックフランク
Large frankfurter

緑茶ハイ

Ryokucha highball (green tea with shochu)

枝豆
Edamame (soybeans in the pod)

冬眠キムチ

地酒

Local sake

冷や酒/燗酒 グラス対応

Chilled or warm, served by the glass

グラスワインもしくはボトルワイン（赤/白/スパークリング）
Wine glass or bottle (red/white/sparkling)

Overwintered kimchi

ジントニック、
ジンバック

冷やし焼き茄子

Gin & tonic, Gin buck

Chilled grilled eggplant

蒸し鶏のさっぱり辛子和え
Steamed chicken with spicy sauce

夏野菜とシーフードマリネ

Marinated Summer Vegetables and Seafood

トマトたっぷりサラダ

カンパリソーダ、
カンパリオレンジ
Campari & soda, Campari & orange juice

カシスソーダ、
カシスオレンジ
Cassis & soda, Cassis & orange juice

国士無双

梅酒（ソーダ割/水割り/ロック)

Kokushi Musou plum wine (with soda / with water/ on the rocks)

柚子酒（ソーダ割/水割り/ロック)

白油淋中華ソース

Tomato Salad with Chinese-style green onion sauce

Yuzu wine (with soda / with water/ on the rocks)

フライドポテト

レモンサワー
Lemon sour

French fries

タコザンギ（タコの唐揚げ）
Fried octopus

サワー各種（巨峰/グレープフルーツ/ゆずれもんはちみつ）
Sours (grape / grapefruit / yuzu and lemon honey sour）

モッツアレラチーズスティック
Mozzarella sticks

ウーロン茶、緑茶

あご出汁きしめん

オレンジジュース、
りんごジュース

Oolong tea, Green tea

Kishimen(Flat Noodles) with Fish stock

Orange juice, Apple juice

コカ・コーラ、
ジンジャーエール
レモンスカッシュ

ご飯
White rice

Coca Cola, Ginger ale, Lemon squash

北海道ソフトクリーム
Hokkaido soft-serve ice cream

サントリーオールフリー樽詰め

ノンアルコールビール

non-alcoholic beer

調味料

テーブルにセットされて
ございます。

ジンギスカンのたれ
ハーブミックスソルト
ハリッサ（モロッコ産唐辛子）

Condiments The following items are available at your table
Genghis Kahn (lamb BBQ) sauce
Herb mixed salt
Harissa (Moroccan red pepper paste)
表示価格は全て税込み価格です。 All prices shown include tax.

ジンギスカンは生肉を使用しておりますので備え付けの
トングを使用し、
よく加熱してお召し上がりください。

Food Menu
ラムジンギスカン

Genghis Khan (lamb BBQ) is brought to your table uncooked,
use the individual tongs provided to cook well before serving.

Lamb

生後1年未満の仔羊をラムと言います。
羊本来のクセが比較的少ない柔らかいお肉です。
Meat from a sheep less than one year old is known as lamb.
This tender meat has a more subtle aroma than mutton.

焼きアラカルト

Grilled dishes

ビックフランク焼き 2本

780

Two large grilled frankfurters

柔らかサフォーククロスラム
肩ロース（120ｇ）

1,400

Tender Suffolk cross lamb Shoulder loin (120g)

生ラムジンギスカン

1,150

焼き野菜付き
（120ｇ）
Genghis Kahn (lamb BBQ) & grilled vegetables (120g)

味付きラムジンギスカン

900

焼き野菜付き
（140ｇ）
Marinated Genghis Kahn (lamb BBQ) & grilled vegetables (140g)

さっぱり塩ラムジンギスカン

900

焼き野菜付き
（140ｇ）
Salted Genghis Kahn (lamb BBQ) & grilled vegetables (140g)

ピリ辛ジンギスカン

900

定番！塩ホルモン（120ｇ）
Salted horumon (offal) (120g)

680

焼き野菜（南瓜、もやし、玉ねぎ）
Grilled vegetables (pumpkin, bean sprouts, onion)

400

調味料

ジンギスカンのたれ
ハーブミックスソルト
ハリッサ（モロッコ産唐辛子）
Condiments The following items are available at your table
Genghis Kahn (lamb BBQ) sauce
Herb mixed salt
Harissa (Moroccan red pepper paste)

焼き野菜付き
（140ｇ）
Spicy Sauce Genghis Kahn (lamb BBQ) & grilled vegetables (140g)

揚物

おつまみ・サラダ

Appetizers & Salads
枝豆

Edamame (soybeans in the pod)

冬眠キムチ

Overwintered kimchi

400
400

蒸し鶏のさっぱり辛子和え

500

夏野菜とシーフードマリネ

650

トマトたっぷりサラダ

500

Marinated Summer Vegetables and Seafood

白油淋中華ソース

フライドポテト

400

French fries

タコザンギ（タコの唐揚げ）

500

モッツアレラチーズスティック

660

Mozzarella sticks

500

Steamed chicken with spicy sauce

Fried food

Fried octopus

冷やし焼き茄子

Chilled grilled eggplant

テーブルにセットされて
ございます。

食事

Rice&Noodles

あご出汁きしめん

450

Kishimen(Flat Noodles) with Fish stock

ご飯

250

White rice

Tomato Salad with Chinese-style green onion sauce

5，000円で5，500円分使える

DELICIOUS TICKET がお得！
詳しくはスタッフまでお気軽にお申し付けください。

¥5,500 of tickets for just ¥5,000 Even better value with Delicious Tickets!
Ask a member of staff for details.
表示価格は全て税込み価格です。 All prices shown include tax.

デザート

dessert

北海道ソフトクリーム
Hokkaido soft-serve ice cream

350

Drink Menu
Beer

ビール

カクテル

Cocktails

アサヒスーパードライ生ビール

650

ジントニック

600

キリンスプリングバレー豊潤496

700

ジンバック

600

カンパリオレンジ

600

カンパリソーダ

600

スプモーニ

600

カシスソーダ

600

カシスオレンジ

600

ファジーネーブル

600

Asahi Super Dry (draft beer)

口に広がる麦のうまみとホップの上品な香り。豊潤なのに、
すっきりとした綺麗な後味。

ノンアルコールビール
non-alcoholic beer

ウイスキー＆ハイボール

550

Whisky (with water / on the rocks)

ハイボール
Highball

600
600

ジンジャーハイボール

600

コークハイボール

600

Ginger ale & whisky highball

Coca Cola & whisky highball

Fruit wines

果実酒

梅酒（ソーダ割/水割り/ロック) 600
Kokushi Musou ume wine (with soda / with water/ on the rocks)
Yuzu wine (with soda / with water/ on the rocks)

サワー

600

Lemon sour

550
550

巨峰サワー

550

ゆずれもんはちみつサワー

550

Grape sour

Yuzu and Lemon Honey sour

焼酎

Shochu

焼酎（水割り/ロック)

Shochu (with water / on the rocks)

ウーロンハイ

Oolong highball (oolong tea with shochu)

緑茶ハイ

Ryokucha highball (green tea with shochu)

ワイン

550

白ワイン
White wine

スパークリングワイン 白
Sparkling white wine

ランブルスコ 赤
Lambrusco (red wine)

冷酒 Chilled sake

男山くーる

小瓶

Otokoyama Cool (small bottle)

550

小瓶

800

大雪の蔵

小瓶

800

地酒 Local sake

冷や酒/燗酒

グラス対応

Chilled or warm sake, served by the glass

ウーロン茶

440

緑茶

440

オレンジジュース

440

グレープフルーツジュース

440

りんごジュース

440

ジンジャーエール

440

コカ・コーラ

440

レモンスカッシュ

440

Orange juice

Grapefruit juice

600
600
600
600

600

Soft drinks

Green tea

550

800

国士無双

Oolong tea

Wine

Red wine

Japanese sake

ソフトドリンク

glass

赤ワイン

（ピーチリキュール＆オレンジジュース）
Fuzzy navel(peach liqueur & orange juice）

Taisetsu no Kura (small bottle)

グレープフルーツサワー
Grapefruit sour

Cassis & orange juice

Kokushi Musou (small bottle)

Sours

レモンサワー

Cassis & soda

日本酒

国士無双

柚子酒（ソーダ割/水割り/ロック)

Campari & soda

（カンパリ＆グレープフルーツジュース&トニックウォーター）
Spumoni(Campari, grapefruit juice & tonic water)

Whisky

ウイスキー（水割り/ロック)

Gin buck

Campari & orange juice

Kirin Spring Valley(draft beer )

サントリーオールフリー樽詰め

Gin & tonic

Apple juice
Ginger ale

Coca Cola

Lemon squash

表示価格は全て税込み価格です。 All prices shown include tax.

