THE KINTAN 恵比寿GP

平日ランチメニュー

B4

19.08.02

THE KINTAN STEAK

KINTAN TEPPAN RICE

牛ロースステーキ

牛タンステーキ

牛フィレステーキ

岩手の銘柄豚を厚切りステーキで、ジューシーでまろ
やかな旨みはご飯との相性抜群です！

背中のお肉で旨みたっぷりの赤身肉。肉の美味しさを
存分に噛みしめてください

厚切りのタンステーキは、
ここでしか食べられない人気
メニュー。
サクッとした食感と風味をご堪能ください

さっぱり赤身のフィレ肉を、
鉄板でこんがりと焼き上げた
人気メニュー。
食べ飽きないコクと旨味が特徴です

100

¥1280

180

¥1600

100

¥1380

180

¥1880

100

¥1580

180

¥2180

100

¥1780

180

¥2880

100

¥1880

180

KINTAN ビーフオムライス

8時間煮込んだトロトロの牛すじカリー。
数種類のスパイスをブレンドした特製カリー
は牛すじの甘みがご飯にピッタリです

ゴロっとしたお肉とトロトロの玉子とデミグラス
ソースのハーモニー、熱々でお召し上がりくだ
さい

KINTAN ビーフストロガノフ

KINTAN ビーフペッパーライス

洋食の定番をKINTANスタイルに仕上げました。
クリーミーで濃厚な味わいです

特製ブラックペッパーソースと牛肉とバター
ライスの相性が抜群！
ライスとよく混ぜてお召し上がりください

¥1000

岩中豚肩ロースのジンジャーステーキ 牛サガリステーキ
KINTANの1番人気、ジューシーなサガリステーキ。
ジューシーなお肉をご飯と一緒にお召し上がりください

KINTAN 牛すじカリーライス

¥1100

¥2980

THE KINTAN MIX STEAK
¥1100

¥1200

ONE MORE CHOICE

サガリステーキ×岩中豚肩ロース

サガリステーキ×牛ロース

サガリステーキ×牛タンステーキ

サガリステーキ×牛フィレステーキ

KINTAN自慢のサガリと岩中豚肩ロースのダブルステーキ、
ご飯が進みます

ジューシーなサガリとさっぱりとした牛ロースの組み合わせ、
ヘルシーです

サクッとした食感の厚切りタンステーキとサガリの
一番人気の組み合わせです

とにかく柔らかくコクがあるフィレとサガリの
ちょっと贅沢なダブルステーキです

120

¥1480

200

¥1980

120

¥1680

200

¥2580

120

¥1980

200

¥2980

120

¥2180

200

¥3180

THE KINTAN WAGYU STEAK

牛タンシチュー

シルクのような赤身肉の
¥480 タルタルユッケ
¥1980

牛タンの様々な部位を6時間かけて煮込み、
とろける柔らかさに。濃 厚で旨味たっぷりの
ビーフシチューです

新鮮な黒毛和牛赤身肉を細かく叩き、お肉本来
の旨味を引き出したクラシックなタルタルです

Take out
OK

恵比寿サーロイン・ユッケ

シャトーブリアンサンド

KINTANの1番人気はやっぱりユッケ。恵比寿本
店で提供されていた人気メニューが復活です。
お肉は和牛のサーロインにグレードアップ！

麻布十番で人気のメニューが復活！厳選した
和牛のフィレ肉、シャトーブリアンを100g使用
した豪華なカツサンド

¥2480

黒毛和牛 赤身ステーキ

黒毛和牛 ミスジステーキ

A5仙台牛 ランプステーキ

黒毛和牛 サーロインステーキ

黒毛和牛 フィレステーキ

焼 肉 K I N TA N で 仕 入れている厳 選された 和 牛 を
ステーキで。しっとり楽しめる赤身のステーキは特製
ソースでご堪能ください

焼肉KINTANで1番人気の希少部位、ミスジだけを
贅沢に焼き上げたステーキ。ジューシーな食感と旨味
こそ、
和牛の醍醐味です

A5ランクの極上の和牛、仙台牛のステーキです。希少
部位の赤身肉、ランプの旨味と肉感を存分にお楽しみ
ください

ジューシーな旨味が爆発する最高級部位、サーロイン
のステーキ。
贅沢な午後のひととき、
ああ何て幸せなん
でしょう！

サーロインの旨味と赤身のサッパリした食感を兼ね
備えた、
フィレ。やや赤身の残るウェルダンで召し上が
れば口の中でとろけます

120

¥2280

180

¥3100

120

¥3300

180

¥4600

120

¥3100

180

¥4400

120

¥4500

180

¥6200

120

¥5300

180

¥7500

ライス、スープ 、サラダ の おか わりは自由

ライスは白米か 十六穀米からお 選 びください。自家製“日替 わりデザート”付き
※価格はすべて税込みです。写真はイメージです

Lunch Menu

¥3980

THE KINTAN 恵比寿GP

休日ランチメニュー

B4

19.08.02

Lunch Drink
- Sparkling Wine -

- Alcohol -

- Soft Drink -

- Wine -

KINTAN 牛サガリステーキランチ

150

KINTANの1番人気、ジューシーなサガリステーキ。
ボリュームたっぷり150gでお腹もいっぱいに

KINTAN ダブルステーキランチ
（サガリ、岩中豚肩ロース）

160

KINTAN自慢のサガリと岩中豚肩ロースのダブルステーキ
ご飯が進みます

牛フィレステーキランチ

100

- Alcohol Free beer -

さっぱり赤身のフィレ肉を、
鉄板でこんがりと焼き上げた人気メニュー。
食べ飽きないコクと旨味が特徴です

ONE MORE CHOICE
THE KINTAN
HOLIDAY
LUNCH

THE BIG KINTAN
バーガー

¥1680

牛ロースカツカリー

ビーフサラダプレート

独自のブレンドで 香 辛料を配 合
したスパイシーなカリーと牛ロー
スカツの魅惑の組み合わせ

シャキシャキロメインレタスの
シーザーサラダに牛バラ肉を巻い
て食べるヘルシーサラダプレート。
セサミパン付きです

¥1480

ビーフたっぷり25 0ｇ!牛フィレ、
サーロイン、サガリにオリジナルパ
テの4段 重ね。豪快にガブリつい
てお肉をご堪能ください

¥1580

THE KINTAN STEAK

牛タンシチュー

シルクのような赤身肉の
¥480 タルタルユッケ
¥1980

牛タンの様々な部位を6時間かけて煮込み、とろ
ける柔らかさに。
濃厚で旨味たっぷりのビーフシチューです

新鮮な黒毛和牛赤身肉を細かく叩き、お肉本来
の旨味を引き出したクラシックなタルタルです

Take out
OK

牛タンステーキ

黒毛和牛 赤身ステーキ

A5仙台牛 ランプステーキ

厚切りのタンステーキは、ここでしか食べられない人気メニュー。
サクッとした食感と風味をご堪能ください

焼肉KINTANで仕入れている厳選された和牛をステーキで。
しっとり楽しめる赤身のステーキは特製ソースでご堪能ください

A5ランクの極上の和牛、
仙台牛のステーキです。
希少部位の赤身肉、
ランプの旨味と肉感を存分にお楽しみください

120

¥2280

180

¥2880

120

¥2480

180

¥3480

120

¥3100

180

¥4400

A5仙台牛 イチボステーキ

黒毛和牛 サーロインステーキ

黒毛和牛 フィレステーキ

希少部位のイチボは、サーロインのジューシーさと赤身肉の旨味の両方の特徴を持って
いる贅沢な一皿です

ジューシーな旨味が爆発する最高級部位、サーロインのステーキ。
贅沢な午後のひととき、
ああ何て幸せなんでしょう！

サーロインの旨味と赤身のサッパリした食感を兼ね備えた、フィレ。
やや赤身の残るウェルダンで召し上がれば口の中でとろけます

120

¥3200

180

¥4500

※価格はすべて税込みです。写真はイメージです

120

¥4500

180

¥6200

120

¥5300

180

¥7500

恵比寿サーロイン・ユッケ

シャトーブリアンサンド

K I N TA Nの1番人 気はやっぱりユッケ。恵 比 寿
本店で提供されていた人気メニューが復活です。
お肉は和牛のサーロインにグレードアップ！

麻布十番で人気のメニューが復活！
厳 選した和 牛 のフィレ肉、シャトーブリアンを
100g使用した豪華なカツサンド

¥2480

Lunch Menu
ライス、スープ 、サラダ の おか わりは自由
ライスは白米か 十六穀米からお 選 びください。
自家製“日替 わりデザート”付き

¥3980

