
国産牛の無添加ローストビーフに新鮮で濃厚な雲丹！
そしてとろ～り温玉のトッピング

極上の美味しさをご堪能ください。

甘酸っぱいバルサミコソース
さっぱり醤油ベースソース 2種類からお選びいただけます。

お肉2倍 ￥３,８００（税込み￥4,180）

普通サイズ ￥２,６４０（税込み￥3,300）

プチサイズ ￥1,600（税込み￥1,760）

ローストビーフが通常の2倍！
とにかくお肉を心行くまで

堪能したい方は是非こちらを！

￥3,2００（税込￥３５２０）

普通に美味しく
召し上がりたい

そんな方はこちら！

色々食べたいから
少しが良い

そんな方はこちら！

(単品でのご利用はできません）お得なSet
前菜＆スープセット

サラダ＆スープセット

本日のスープ
たっぷりサラダとスープのセット￥420（税込¥462）

野菜たっぷり見た目も楽しい前菜盛りとスープのセット￥500（税込¥550）

内容は日によって異なります。￥200（税込￥220）

ローストビーフ丼各種プチサイズ以外は＋100円でご飯大盛りにできます♪

オージービーフ使用

自家製ローストビーフ丼
・お肉2倍 ￥1,720（税込￥1,980）

・通常サイズ ￥1,160（税込￥1,320）

・プチサイズ ￥800（税込￥880）

￥2,000（税込￥2,200） ￥990（税込￥1,089）



無添加自家製！ 国産和牛使用

柔らかくてジューシーな
国産和牛の無添加ローストビーフ

お好みでおひとり様分より
ご注文いただけます。

5人前 ￥6,600（税込￥7,260）

3人前 ￥3,960（税込￥4,356）

1人前 ￥1,320（税込￥1,452）

甘酸っぱいバルサミコソース さっぱり醤油ベースソース 2種類からお選びいただけます。

本当に美味しい

食べたことがありますか？

5人前 ￥3,300（税込￥3,630）

3人前 ￥1,980（税込￥2,178）

1人前 ￥６６０（税込￥７２６）

オージービーフ使用

自家製無添加

ローストビーフ

パティシエお手製キッシュ
￥４8０（税込¥５28）

Quiche

ひばりの定番人気商
品！パティシエの作る
サックサクパイ生地と
濃厚なフィリングが絶
品です！

〇 サーモンとクリームチーズ
〇 海老とアボカド
〇自家製ベーコンと江戸小松菜の

Pot Pie
オーストラリアのソウルフード

絶品！ポットパイ
￥650（税込￥715）

〇 オーストラリア風ゴロゴロステーキ肉のミートパイ
〇 国産チキンのクリームパイ
〇 鶉の卵入り牛すじカレーパイ

本場オーストラリア
人も絶賛した

こだわりの逸品！
熱々を召し上がれ！



数量限定！国産和牛の

プレミアムハンバーグ

１００g…￥1,200（税込￥1,320）

20０g…￥2,000（税込￥2,200）

柔らかくてめっちゃジューシー！

牛ハラミのグリル
牛一頭からわずか１．８キロしか取れない希少部位の

ハラミをあっつ熱の鉄板グリルで豪快に！

30０g…￥２,800（税込￥3,080）

150g…￥1,200（税込￥1,320）

あっつ熱！！

匠の大山鶏チキングリル

300g…￥2000（税込￥2,200）

何度も試作を繰り返して完成させた
肉汁溢れる黒毛和牛のジューシーなハンバーグ！

ソースなしでそのまま美味しく召し上がれます。

こんこんと湧き出る多くの名水を育む山陰の秀峰大山の山麓
で一貫した生産体制のもと育てられた安心安全な地鶏を

ジューシーなグリルに仕立てました。

20０g…￥1,650円（税込￥1,815）

300g…￥2,200円（税込￥2,420）

100g …  ￥980円（税込￥1,078）

(単品でのご利用はできません）お得なSet
フルコンボセット

お食事セット

雑穀米or自家製パン盛り合わせ

野菜たっぷり前菜盛・雑穀米or自家製パン・スープ￥600（税込¥550）

内容は日によって異なります。￥200（税込￥220）

前菜＆スープセット

サラダ＆スープセット

本日のスープ

デザートセット

たっぷりサラダとスープのセット￥42０（税込¥462）

野菜たっぷり見た目も楽しい前菜盛りとスープのセット￥50０（税込¥550）

内容は日によって異なります。￥20０（税込￥220）

野菜たっぷり前菜盛・雑穀米or自家製パン・スープ・レギュラーケーキ

食後のドリンク ぜ～んぶが揃ったお得な満足セット ￥1,250（税込¥1,331）

レギュラーケーキ・ドリンクのセット￥800（税込￥880）

デミグラスソース・オニオンソース・マスタードソース
お好みのソースをおかけできます。

ステーキソース・ガーリック醤油・わさび お好みのソースを添えられます。

トマトソース・オニオンソース・マスタードソース よりお好みのソースをおかけできます。



ぜ～んぶ乗ったお得なセット

3種のお肉の

3種のお肉たちをこだわりの調理法で焼き上げ
贅沢にワンプレートに集めました！
色々なものが少しずつ食べたい！

そんなアナタにぴったりの一皿です♪

バラバラに頼むと￥2,995→￥2,700（税込2970）

お肉が大好きなアナタのために！

牛ハラミのグリル100ｇ・プレミアムハンバーグ100ｇ・匠の大山鶏100ｇ



淡路島産生PASTA
人気の一品‼

濃厚雲丹のカルボナーラに贅沢に濃厚な生雲丹と当店こだわり特選新鮮卵の
卵黄だけをトッピング！リピーター続出の自慢の一品です！

￥１，５８０（税込¥１，７３８）

絶品！ボロネーゼ
黒毛和牛と当店自慢の

デミソースが織りなす旨味！
とろ～り温玉の絶品パスタ

贅沢黒毛和牛の
￥１，５60（税込¥1,716）
プレミアム会員価格￥1,404（税込￥1,544）

自家製ベーコンと濃厚トマトの
もっちもち

鉄板アラビアータ
￥1,200（税込¥１，３２０）

プレミアム会員価格￥1,080（税込￥1,188）



牛がストレスを感じない飼育環境や
こだわりの飼料配合など

おいしく価値のあるお肉を育てる
奈良の【うし匠俵本】

そのA5ランクの牛すじだけを
じっくりじ～っくり煮込んで2日！
更にパティスリーならではの素材

生クリームやカカオなど
こだわりの材料と共に

まろやかでコクのあるカレーに
仕上げました！

¥1,360（税込¥１，４９６）

牛すじカレーのドリア仕立て
当店自慢の牛すじカレーをホワイトソース
こだわり新鮮卵・チーズでドリア仕立てに

デミバーグドリア
国産牛のプレミアムハンバーグを
デミグラスソース・ホワイトソースと共に
チーズでドリア仕立てに ￥1,650 （税込¥1,815）

Doria

(単品でのご利用はできません）お得なSet
前菜＆スープセット サラダ＆スープセット 本日のスープ

たっぷりサラダとスープのセット

￥420
（税込¥４６２）

野菜たっぷり見た目も楽しい前菜盛りとスープのセット

￥500（税込¥５５０）

内容は日によって異なります。

￥２００（税込￥２２０）

2日かけて
じ～っくり煮込んだ

濃厚



お任せ切り株プレート
生ハムやチーズ等を中心に
お惣菜等をその日のお勧めで
お得に盛り合わせます。
クラフトビールやナチュールワインが
より一層美味しく楽しめます！

￥2,000（税込￥2,200）

ハーフサイズ ￥1,200（税込￥1,320）

映えが止まらな～ぃ！
ヘルシーコブサラダ

彩り鮮やかでヘルシーな具だくさんサラダ♪

￥1,600（税込￥1,760）

ハーフサイズ ￥900（税込￥990）

自家製ポテトサラダ ￥400（税込￥４４０）

無添加キャロットラペ ￥400（税込￥４４０）

セロリとエリンギのデリ ￥400（税込￥４４０）

たっぷり野菜のカポナータ ￥５00（税込￥５５０）

彩り野菜のひばりサラダ
野菜たっぷりの定番サラダ

大￥1,200（税込￥1,320）

中 ￥８００（税込￥８８０）

小 ￥４００（税込￥４４０）

熱々がたまらない！

本日のアヒージョ

¥980（税込￥1,087）



プチガトー×2個

SWEETS SET

￥800（税込￥880）

いろいろ選べる組み合わせ♬

￥1,300(税込￥1,430）

+
プチガトー×１個

￥650（税込￥７１５）

お席をお使いのお客様は1オーダー制ですので
みなさまのご協力をお願いいたします。

セットドリンク

たっぷりLサイズ

・オーガニック珈琲
（ice・hot）

・オーガニック紅茶
（ice・hot）

・オーガニックハーブティー
（ice・hot）

・プチドリンクバー
（６０分のご利用となります）

プチガトー×１個

￥650（税込￥７１５）

シフォン
ケーキ×１個

珈琲・紅茶は+100円でカフェオレ
ミルクティーに変更していただけます。



ポットパイプレート ￥９8０（税込￥1,078）

ひばりランチの定番！自家製ポットパイにたっぷりサラダと野菜デリ、ローストビーフ
自家製無添加パン、スープも付いたお得なランチプレート。

〇オーストラリア風ゴロゴロステーキ肉のミートパイ
〇国産チキンのクリームパイ
〇とろっとろ牛すじカレーパイ 3種類よりお選びください。

キッシュプレート ￥８８０（税込￥9６８）

ひばりランチの定番！自家製キッシュにたっぷりサラダと野菜デリ、ローストビーフ
自家製無添加パン、スープも付いたお得なランチプレート。

〇江戸小松菜と自家製無添加ベーコン
〇サーモンとクリームチーズ
〇海老とアボカド 3種類よりお選びください。



キッズプレート
￥６００（税込６６０）

ハンバーグに目玉焼き

ポテサラにデザートも！

キッズの好き❣

を集めました♪

雑穀米・自家製パンを

お選びいただけます

キッズハヤシ
￥６００（税込６６０）

ふんわりとろ～り卵の

ハヤシライス

キッズドリンクバー ￥２５０（税込￥275）

（キッズメニューご利用のお子様のみご利用いただけます）



と大きく２００ｇ

で食べ応えばっちり！

お肉屋さんの協力で今だけ限定でお出ししてます♪

国産牛のサーロインステーキ

どーん！
ジューシー

￥３,０00（税込￥3,３００）→￥2,000（税込￥2,200）

ステーキと言ったらサーロイン！ですよね♪

お肉大好き女子のために、お肉屋さんにお願いして

いまだけ限定！この価格でご用意できました！
是非是非おなか一杯堪能してくださーい！

プレミアムメルマガ会員様は更に１割引き！

（無くなり次第終了）


