
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鉄板焼き ランチメニュー 

Teppanyaki Lunch Menu 

  



仕入れの状況により内容が変わる場合がございます。 

Menus are subject to change due to products’ availability. 
メニューには、国産米を使用しております 
We select Japanese rice for our menus. 

料金には消費税が含まれております。全ての料金には、別途 13％のサービス料を頂戴いたします。 
Prices in brackets are tax inclusive and subject to service charge 

ハンバーグランチ 
HAMBURG STEAK LUNCH 

遊 

YU 
 

 

【スープ】 

本日のポタージュスープ 

Today`s pottage soup 

【サラダ】 

彩・おまかせサラダ 特製ドレッシング 

Mixed green salad Irodori original dressing 

【肉料理】 

ハンバーグステーキ 150ｇ 

Hamburg steak 150g 

季節野菜の鉄板焼き 

Grilled seasonal vegetables 

【食事】 

釜炊き白御飯 香の物 味噌汁 

+1118 円にてガーリックライスにご変更頂けます 

Traditional kettle cooked rice, Japanese pickled vegetables, miso soup 
Additional JPY 1118 for changing garlic fried rice 

珈琲 又は 紅茶 

Coffee or tea 
 

 
 

4000 
 



仕入れの状況により内容が変わる場合がございます。 

Menus are subject to change due to products’ availability. 
メニューには、国産米を使用しております 
We select Japanese rice for our menus. 

料金には消費税が含まれております。全ての料金には、別途 13％のサービス料を頂戴いたします。 
Prices in brackets are tax inclusive and subject to service charge 

国産牛ステーキランチ 
JAPANESE BEEF STEAK LUNCH 

喜 

KI 
 

 
【スープ】 

本日のポタージュスープ 

Today`s pottage soup 

【サラダ】 

彩・おまかせサラダ 

IRODORI original Dressing Mixed bitter green salad 

【魚、又は、肉料理】 
本日の魚介 3 種 

3 kinde of seafood 

又は OR 

国産牛ロース 100g 大蒜と山葵を添えて 

Japanese beef rib-roast 100g garlic and wasabi 

季節野菜の鉄板焼き 

Grilled seasonal vegetables 

【食事】 

釜炊き白御飯 香の物 味噌汁 

+1118 円にてガーリックライスにご変更頂けます 

Traditional kettle cooked rice, Japanese pickled vegetables, miso soup 
Additional JPY 1118 for changing garlic fried rice 

【デザート】 

本日のデザート 

Dessert of the day 

珈琲 又は 紅茶 

Coffee or tea 
 

 

6200 
 



仕入れの状況により内容が変わる場合がございます。 

Menus are subject to change due to products’ availability. 
メニューには、国産米を使用しております 
We select Japanese rice for our menus. 

料金には消費税が含まれております。全ての料金には、別途 13％のサービス料を頂戴いたします。 
Prices in brackets are tax inclusive and subject to service charge 

黒毛和牛ランチ 
KUROGE WAGYU LUNCH 

菜 

SAI 
 
 

【前菜】 

本日の前菜 

Today`s Appetizer 

【スープ】 

本日のポタージュスープ 

Today`s pottage soup 

【サラダ】 

彩・おまかせサラダ 

IRODORI original Dressing Mixed bitter green salad 

【肉料理】 

黒毛和牛サーロイン 100g 大蒜と山葵を添えて 

+1864 円にて黒毛和牛フィレに変更できます。 

Japanese Kuroge beef sirloin 100g with garlic and wasabi 
Additional JPY 1864 Kuroge Wagyu Sirloin change to Filet 

季節野菜の鉄板焼き 

Grilled seasonal vegetables 

【食事】 

釜炊き白御飯 香の物 味噌汁 

+1118 円にてガーリックライスにご変更頂けます 

Traditional kettle cooked rice, Japanese pickled vegetables, miso soup 
Additional JPY 1118 for changing garlic fried rice 

【デザート】 

本日のデザート 

Dessert of the day 

珈琲 又は 紅茶 

Coffee or tea 
 

 

9500 
 



仕入れの状況により内容が変わる場合がございます。 
Menus are subject to change due to products’ availability. 

メニューには、国産米を使用しております 
We select Japanese rice for our menus. 

全ての料金には、別途 13％のサービス料を頂戴いたします。 

Prices are tax inclusive and subject to 13% service charge 

ア・ラ・カルト 

A La Carte 

前菜 - Appetizers 

おまかせ前菜盛り合わせ 4180 
Chef‘ｓ appetizer platter 
 
 
彩・おまかせグリーンサラダ 770 
IRODORI Green Salad 
 
 
鮪マリネのニソワーズサラダ 1320 
Nicoise Salad with marinated Tuna 
 
 
鶏もも肉のグリル サラダ仕立て 1900 
Grilled chicken thigh served with salad 
 
 
本日のポタージュスープ 660 
Soup of the day 
 
 
 
 
 

鉄板焼きサンド - Teppanyaki Sandwich 

玉子ホットサンド 1100 
Hot egg sandwich 
 
 
ツナとチーズのホットサンド 1100 
Tuna and cheese hot sandwich 
 
 
国産牛の焼肉ホットサンド 2530 
Japanese Beef Yakiniku Hot Sandwich 
 
 
皮付きバターポテト 550 
Butter sautéed potato with skin 
 
 
 



仕入れの状況により内容が変わる場合がございます。 
Menus are subject to change due to products’ availability. 

メニューには、国産米を使用しております 
We select Japanese rice for our menus. 

全ての料金には、別途 13％のサービス料を頂戴いたします。 

Prices are tax inclusive and subject to 13% service charge 

ア・ラ・カルト 

A La Carte 

鉄板焼き メイン料理 – Teppanyaki Main Dish 

黒毛和牛サーロイン １００ｇ 焼き野菜 2種 7480 
Japanese Kuroge Wagyu sirloin 100g with 2 kinds of grilled vegetables 
 
 
黒毛和牛フィレ 100ｇ 焼き野菜 2種 8580 
Kuroge Wagyu beef fillet 100g with 2 kinds of grilled vegetables 
 
 
アメリカ産ＵＳエルボーンステーキ 5500 
American US elbow steak 
 
 
ハンバーグステーキ 骨付きソーセージ 玉子 3300 
Hamburg steak, bone-in sausage, egg 
 
 
本日の海鮮三種 3850 
Today's three kinds of seafood 
 
 
ガーリックライス 
Fried rice with garlic 1100 
 
 
和蕎麦と牛筋肉の鉄板焼き 
Japanese soba and beef tendon teppanyaki 1650 
 
 
食事セット （白ご飯・味噌汁・香の物） 
rice set (Steamed white rice, Miso soup, Pickeled vegetables) 660 
 
 
ガーリックチップ （1 人前） 
Garlic chips for 1 person 270 
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