H AK U B A Premium BBQ

MENU

SET MENU

Special

※ご注文は2人前から承ります。 ※Reservations for minimum 2 people.

Premium

1人前

¥11,000

ス ペ シャル

Recommend

1人前

¥8,800

プ レミアム

おすすめ

1人前

¥6,600

・旬野菜の前菜

・旬野菜の前菜

・旬野菜の前菜

・黒毛和牛カルビ（塩）

・黒毛和牛カルビ（塩）

・黒毛和牛ロース（タレ）

・黒毛和牛ロース（タレ）

・幻豚肩ロース（塩）

・特撰牛ハラミステーキ（塩）

・信州地鶏 真田丸（ハーブ塩）

Seasonal vegetable appetizer

Seasonal vegetable appetizer

Seasonal vegetable appetizer

Wagyu Boneless Ribs (salt)

Wagyu Loin (Original BBQ sauce)

Wagyu Boneless Ribs (salt)

・黒毛和牛ロース（タレ）

Wagyu Loin (Original BBQ sauce)

Shinshu Pork Loin (Salt)

Wagyu Loin (Original BBQ sauce)

・特撰牛ハラミステーキ（塩）
Top selection of Beef Skirt (Salt)

Top selection of Beef Skirt (Salt)

・幻豚肩ロース（塩）

白金矢澤精肉所

・幻豚肩ロース（塩）

Shinshu Pork Loin (Salt)

Handmade additive-free sausage

白金矢 澤 精 肉 店

Shinshu Sanadamaru Chicken (Herbs salt)

・手作り無添加ソーセージ

・黒毛和牛100％ハンバーグ

・季節の野菜盛り合わせ

Handmade additive-free sausage

100% Japanese Wagyu Hamburg Steak

~6種のディップソース~

・季節の野菜盛り合わせ

・季節の野菜盛り合わせ

Grilled Vegetables served with 6 types of dip sauces

~6種のディップソース~

Grilled Vegetables served with 6 types of dip sauces

~6種のディップソース~

Grilled Vegetables served with 6 types of dip sauces

・五平餅（信州味噌だれ）

・手作り無添加ソーセージ

Shinshu Pork Loin (Salt)

・信州地鶏 真田丸（ハーブ塩）

Shinshu Sanadamaru Chicken (Herbs salt)

・五平餅（信州味噌だれ）

・五平餅（信州味噌だれ）

Gohei Mochi (Grilled rice cake with walnut miso)

Gohei Mochi (Grilled rice cake with walnut miso)

Gohei Mochi (Grilled rice cake with walnut miso)

Additional Menu
白金矢澤精肉店

・黒毛和牛カルビ

￥１,８００

・手作り無添加ベーコン

・黒毛和牛ロース

￥１,6００

・特撰牛ハラミ

・特撰牛ホルモン

Wagyu Boneless Ribs

Wagyu loin

Top selection of Beef Skirt

￥１,4００

・長野県産 濃厚バターコーン

￥5００

・手作り無添加ソーセージ

￥１,2００

・白馬産にんにくのオイル煮

￥8００

￥１,6００

・黒毛和牛100％ハンバーグ

￥１,0００

・白馬産 朝採れ岩魚【要予約】

￥8００

￥１,0００

・五平餅(信州味噌ダレ)

￥6００

・厚切り極上タン【要予約】

￥3,8００

Top selection of Beef Horumon

Handmade additive-free bacon

白金矢澤精肉店

Handmade additive-free sausage

100% Wagyu beef hamburger

Gohei mochi(Grilled rice cake with walnut miso)

※仕入れにより産地が異なる場合がございます。
※その他、
メニューも多数ご用意しております。お気軽にスタッフまでお問い合わせください。
※全て税込です。

Nagano Corn with butter

Garlic cloves in oil from Hakuba

Hakuba Salvelinus Fish (by reservation only)

Thick Slice of Beef Tongue (by reservation only)

※The menu may change depending on the stocking situation.
※Please feel free to ASK us for other available menu.
※All prices include tax

