
Golden Pork FilletCutlet Mini Rice Bowl

フードメニューFOOD

日本橋浅田の厨房より  (17 :00-21：00)

和牛ステーキ（80g）

            

¥3,300 (3,795)

 

バーテンダーより

ピッツア クアトロフォルマッジ
生ハム＆サラミ
チーズ盛合わせ
黒毛和牛の絶品ジャーキー
ヴァローナカカオのショコラテリーヌ

浅田の自家製ピクルス
自家製レーズンバター
ふぐ粕漬
ドライフルーツ
チョコレート
ミックスナッツ
柿山のおかき

¥1,760 (2,024)

¥1,650 (1,898)

¥1,430 (1,645)

¥1,100 (1,265)

¥1,100 (1,265)

¥990 (1,139)

¥990 (1,139)

¥990 (1,139)

¥990 (1,139)

¥990 (1,139)

¥880 (1,012)

¥880 (1,012)

From Nihonbashi Asada’s Kitchen  (17 :00-21：00)  

French Fries

Japanese Style Omelet

Deep¯Fried Gingko Nuts

Pickled Mackerel

¥3,300 (3,795)

Pork Cutlet Sandwiches

Asada’s Soba(Cold buckwheat noodles)

From the Bar

Pizza Quattro Formaggi

Prosciutto & Salami 

Assorted Cheeses 

Wagyu Beef Jerky

Chocolat Terrine
Home Made Pickles

Home Made Raisins Butter

Blowfish in Sake Lees  

Assorted Dried Fruits 

Chocolates 

Mixed Nuts

Kakiyama’s Rice Crackers

¥1,760 (2,024)

¥1,650 (1,898)

¥1,430 (1,645)

¥1,100 (1,265)

¥1,100 (1,265)

¥990 (1,139)

¥990 (1,139)

¥990 (1,139)

¥990 (1,139)

¥990 (1,139)

¥880 (1,012)

¥880 (1,012)

Fish and Chips

（丼・香の物・味噌汁）金のミニひれカツ丼 ¥2,640 (3,036)

カツサンド(３ピース)
浅田の手打ち蕎麦(汐露)

¥1,650 (1,898)

¥1,540 (1,771)

フィッシュ＆チップス
フレンチフライ
だし巻き
揚げ銀杏
へしこ

¥1,980 (2,277)

¥1,100 (1,265)

¥1,100 (1,265)

¥990 (1,139)

¥880 (1,012)

with Japanese Pickles and Miso Soup

¥1,650 (1,898)

¥1,540 (1,771)

¥1,980 (2,277)

¥1,100 (1,265)

¥1,100 (1,265)

¥990 (1,139)

¥880 (1,012)

( 税サ込 )(incl. tax and service charge)

Japanese Wagyu Beef Steak (80g) 

( 税サ込 )(incl. tax and service charge)

¥2,640 (3,036)

※ ( )内の料金にはサービス料と消費税が含まれておりますPrices in parentheses include service charge and consumption tax



フードメニュー

限定お食事メニュー (21：00L.O)

 和牛ステーキ丼
¥6,050 (6,958)

            バー松ならではのご提案
日本橋浅田から至福のご夕食をお持ちいたします

FOOD

From Nihonbashi Asada’s Kitchen (21：00L.O)  

             
Wagyu Steak Bowl Dinner

            Proposal unique to BAR Matsu

    We will have a blissful dinner from Asada

       お浸し
    季節のお椀
 和牛ステーキ丼
     デザート 

【 内容 】

 

    Simmered Vegitable
        Japanese Soup
      Wagyu Steak Bowl 
            Dessert 

【 Contents 】

 浅田のお刺身丼
¥6,050 (6,958)

             

     お浸し
  季節のお椀
    お刺身丼
    デザート

【 内容 】

¥6,050 (6,958)

   Simmerd Vegitable
      Japanese Soup
      Sashimi  Bowl 
          Dessert 

【 Contents 】

 和牛 すき鍋御膳
            

       お浸し
       お造り
       すき鍋
    御飯・汁椀
      デザート 

【 内容 】

Wagyu Sukiyaki Hot Pot Dinner

    Simmerd Vegitable
           Sashimi
     Sukiyaki Hot pot
     Rice ・ Miso soup 
           Dessert 

【 Contents 】

Sashimi Bowl Dinner

( 税サ込 )(incl. tax and service charge)

¥6,050 (6,958)

¥6,600 (7,590)¥6,600 (7,590)

※ ( )内の料金にはサービス料と消費税が含まれておりますPrices in parentheses include service charge and consumption tax

※仕入の都合によりご提供できないことがございます


