Lunch Menu

ランチメニュー

SET Lunch
数量限定1日/10食
Limited quantity of 10 servings per day

ロース
Loin

ヒレ Tenderloin

ロース

SET Lunch

SET Lunch

SET Lunch

ロース

ヒレ

数量限定1日/10食
Limited quantity of 10 servings per day

Loin

Tenderloin

¥1,100税別

a la carte

a la carte

ロース/単品

ヒレ/単品

Loin (a la carte)

¥900税別

Loin

¥1,400税別

ヒレ
¥1,100税別

Select Brand-Name Pork

ヒレ Tenderloin
Tenderloin

ロース/単品

ヒレ/単品

Limited quantities

ロース
¥1,800税別

数量限定

Tenderloin (a la carte)

¥1,200税別

ヒレ Tenderloin
SET Lunch
数量限定

Limited quantities

ヒレ

Loin

a la carte

ヒレ1枚

¥900税別

Loin

SET Lunch

¥1,400税別

a la carte

¥1,200税別

ロース
数量限定

a la carte
Loin (a la carte)

Tenderloin (a la carte)

TOKYO-X

※本日の銘柄豚は、係の者にお尋ねください。
※Please inquire with staff about today’s brand of pork.

Limited quantity of 10 servings per day

Loin

Make Lunch box

Lunch Hours

厳選銘柄豚

1日10食限定

ロース

●ランチ営業時間 11：00〜14：30（L.O.14：00） ※ランチ弁当承ります。

Tenderloin

¥1,800税別

a la carte

Limited quantities

ロース/単品
Loin (a la carte)

¥1,600税別

Tenderloin 1 pc.

数量限定

ヒレ/単品

Tenderloin (a la carte)

¥1,600税別

数量限定

¥500税別

Limited quantities

Limited quantities

ヒレ1枚

Tenderloin 1 pc.

¥700税別

ロースセット Loin Set

ヒレセット Tenderloin Set

ロースセット Loin Set

ヒレセット Tenderloin Set

ロースセット Loin Set

※ご注文の料理により、提供の順番が前後する場合がございます。※強めの揚げ加減をご希望のお客様はオーダー時に係の者にお申し付けください。
※数量限定メニューの残数は係の者にご確認ください。※キャベツ、ご飯はおかわり自由です。※写真はイメージです。

ヒレセット Tenderloin Set

※The order in which dishes are brought out may differ depending on the items ordered. Thank you for your understanding. ※If you would like your order more heavily fried, please let the staff know when placing your order.
※Please inquire with staff about the availability of limited-quantity menu items. ※Additional servings of cabbage and rice are available at no extra charge. ※The photo is a sample image.

Lunch Menu

ランチメニュー

●ランチ営業時間 11：00〜14：30（L.O.14：00） ※ランチ弁当承ります。
Make Lunch box

Lunch Hours

各 種フライ

Deep-Fried Items

SET Lunch

SET Lunch

SET Lunch

a la carte

盛合せ

エビフライ

メンチかつ

ご飯セット

ヒレ、エビ、メンチ

Assortment

¥1,400税別

銘柄ヒレ・ エビ 1尾 ・メンチ

Brand-Name Tenderloin , Prawn 1 pc.,
Minced Meat Cutlet

3尾

Deep-Fried Prawn

¥1,500税別

Minced Meat Cutlet

¥1,000税別

ご飯、味噌汁、お新香

Rice Set

Rice, Miso Soup, Pickles

a la carte

a la carte

エビフライ/単品
3尾
¥1,300税別

メンチかつ/単品 ¥800税別

エビフライ

メンチかつ1個/単品
Minced Meat Cutlet 1pc.
¥300税別
(a la carte)

¥500税別

a la carte

盛合せ/単品

Assortment (a la carte)

¥1,200税別

Minced Meat Cutlet (a la carte)

Deep-Fried Prawn 3pc. (a la carte)

1尾

¥500税別

Deep-Fried Prawn 1 pc. (a la carte)

トリュフ塩
Truffle Salt

¥200税別

おろしポン酢

Ponzu Sauce w/
Grated Daikon Radish
MIXフライ MIX Fried Set

エビフライセット Deep-Fried Prawn Set

メンチかつセット Minced Meat Cutlet Set

¥200税別

※ご注文の料理により、提供の順番が前後する場合がございます。※強めの揚げ加減をご希望のお客様はオーダー時に係の者にお申し付けください。
※数量限定メニューの残数は係の者にご確認ください。※キャベツ、ご飯はおかわり自由です。※写真はイメージです。

※The order in which dishes are brought out may differ depending on the items ordered. Thank you for your understanding. ※If you would like your order more heavily fried, please let the staff know when placing your order.
※Please inquire with staff about the availability of limited-quantity menu items. ※Additional servings of cabbage and rice are available at no extra charge. ※The photo is a sample image.

