
2,980円

 小岩井牛のハンバーグ、ステーキ、タコス
& 小岩井バター香るドリアが

一度に楽しめる お得で贅沢な
スペシャルプレートです！

Hol i da y lunch 

まきばのスペシャルプレート

・表示価格は全て税込となっております。

The Koiwai Farm Dining serves dishes 
made with special ingredients from Koiwai Farm.

Lunch Menu
ホリデーランチメニュー

Holiday



オードヴル＆デザート
ドリンクセット

まきばコース スペシャルまきばコース
6,000円 8,600円

3,760円～6,860円 ～オードヴル～ ～アミューズ～

お選び頂くランチメニューにより、
価格が変わります

大船渡産 穴子と旬野菜のテリーヌ 小岩井牛の

スクランブルエッグ仕立て

～スープ～

～本日のオードブル盛り合わせ～

小岩井農場産 南瓜のポタージュ ～オードヴル～

大船渡産 穴子と旬野菜のテリーヌ

～肉料理～ ＊お選びください

～本日のスープ～

～スープ～

・小岩井牛100％ハンバーグステーキ 小岩井農場産 南瓜のポタージュ

・小岩井牛のビーフシチュー

～メイン料理～
ランチメニューより、お選びください

・小岩井牛のビール煮 ～魚料理～

・小岩井牛のステーキ ＋2,000円 三陸産真鯛のポワレ

［フィレorサーロイン］

例 ～肉料理～ ＊お選びください
・こだわり卵のカルボナーラ 3,760円 ～デザート～

・まきばプレート各種 3,860円 「小岩井農場」×「三谷牧場」 ・小岩井牛100％ハンバーグステーキ

・小岩井牛のハンバーグ 4,360円 小岩井農場産ミルクのモンブラン ・小岩井牛のビーフシチュー

・小岩井牛のステーキ 6,860円 三谷牧場のフロマージュブランと栗のムース ・小岩井牛のビール煮

［フィレorサーロイン］ ・小岩井牛のステーキ ＋2,000円

パン ［フィレorサーロイン］

本日のデザート
コーヒー ～デザート～

コーヒー
「小岩井農場」×「三谷牧場」

小岩井農場産ミルクのモンブラン

三谷牧場のフロマージュブランと栗のムース

パン

◎ ご注文の際、スタッフをお呼びください。



小岩井牛のメンチカツサンド

岩手県産若鶏のタンドリーチキン

● 岩手県産若鶏のタンドリーチキン
［小岩井ヨーグルトとミントのソース］

パン or ライス

¥ 2 ,080 

　

アレルギーをお持ちのお客様は必ずスタッフへお知らせください。

Classic LunchMakiba Plate Lunch
すべてのメニューに　スープがつきます

 

                                   

 

● 小岩井牛 100% ハンバーグステーキ
［デミグラスソース］

パン or ライス

● 小岩井牛ビーフシチュー
パン or ライス

　
小岩井牛100% ハンバーグステーキ

¥ 2 ,480 

 

　

¥ 2 ,580 

                                   

 

　

¥ 2 ,080 

 

● 小岩井牛のメンチカツサンド
～岩手県産ポテト添え～

 

   

まきばプレート各種　　　　　

 

● ハンバーグプレート  
 小岩井牛のハンバーグ、ドリア & サラダ

●ビーフシチュープレート
 小岩井牛のビーフシチュー、ドリア & サラダ

●タンドリーチキンプレート
 岩手県産若鶏のタンドリーチキン、ドリア & サラダ

●タコスプレート
 小岩井牛のタコス、ドリア & サラダ

まきばのハンバーグプレート

   

¥1,980

  ● 小岩井牛のタコス
～岩手県産ポテト添え～

         

         

小岩井牛のタコス

¥ 2 ,080 

 

                                   

●フィレ            120g     パン or ライス

        
　

・表示価格は全て税込となっております。

¥ 4,980  

                                   

 

●サーロイン      160g     パン or ライス

        

　小岩井ソフトクリーム

¥ 4,980 

● 小岩井牛 100% ハンバーグステーキ
［デミグラスソース］

パン or ライス

● 小岩井牛ビーフシチュー
パン or ライス

● スーパーフードサラダ

● 小岩井牛のボロネーゼ

●こだわり卵のカルボナーラ

● 小岩井牛のステーキ丼

       

        

 

　

小岩井牛ビーフシチュー                                     

 

　

小岩井牛のステーキ丼

¥ 2 ,480

Dessert Menu  デザートメニュー

● 季節のパフェ

● 小岩井ソフトクリーム

● 小岩井チーズケーキ

● 小岩井カスタードバニラ

¥1,880 

¥1,880 

   ¥ 690

   ¥ 990

   ¥ 690 

  

¥1,980 

¥1,880 

 

ステーキのご用意もあります

［バケット付き］



Whisky ウィスキー

・ホワイトホース                                                                        シングル     
まろやかで上質な味わいのスコッチウィスキー                                       ボトル

・フォアローゼズブラックボトル                                              シングル       
個性あふれる香りを持った原酒を選び、やや長めの熟成にこだわった上級レベル                 ボトル

・ジョニーウォーカーブラックラベル 12年                              シングル        
12 年以上熟成のモルトやグレーンを 40 種類ブレンドした豊かな香りとコクのある味わい         ボトル  

・ロイヤルロッホナガー 12年                                                 シングル        
イギリス王室 3 代への御用達になったブランド。魅惑的な香りが尾を引く長めの余韻              ボトル  

 

Alcohol  アルコール

Alcohol  アルコール

Alcohol  アルコール

Beer ビール

・キリン一番搾り  樽詰生ビール
ていねいに引き出した麦のうまみ

・キリン一番搾り                                                               　　　   中瓶

・キリンクラシックラガー                                                                小瓶
「コク・苦み・味わい」にこだわった伝統本格のビール

・ビアー・デザミ・ブロンド from Belgium                                     小瓶
　オレンジピールのほのかな甘みが心地良い、ベルギー伝統のブロンドエールです リピーター続出中 !

・ハイネケン                                                                                    小瓶
フルーティな香り、コクと飲みやすさのバランスの取れた味わい

・ギネスエクストラスタウト黒ビール                                                 小瓶
熟成された味わい、香ばしさのスタウトビール

・遠野麦酒ズモナビール                                                                 

★ゴールデンピルスナー                                                                              小瓶
琥珀色が美しい、キレの良いビールです。人気 No.1！

★ヴァイツェン                                                                                             小瓶
苦味が弱く、クリーミーでフルーティーな味わいです

★アルト                                                                                                        小瓶
まろやかな麦芽の甘みと、スッキリとした喉ごしが楽しめます

¥ 850

¥980

¥ 850

¥980

¥980

¥980

¥980

¥980

¥980

 

 

   

Shochu ／ Sake 焼酎 I  日本酒

・白水むぎ蔵酵母【麦焼酎】                                                    グラス      
オリジナルの「蔵酵母」を使用した、豊かなむぎの香り                                                      ボトル  

・幻の露【芋焼酎】                                                                   グラス       
焼き芋のように甘く、やさしく、まろやかな風味                                                                  ボトル        

・鷲の尾（岩手県産）                                                                  300ml   
澄んだ飲み口で燗から冷やまで幅広く楽しめる万能な日本酒

・酔鯨 特別純米酒                                                                    300ml  
ふくらみのある旨味とキレの良い後味で、お料理との相性抜群

Wine ワイン

・赤／白／ロゼ                                                                         グラス 　

                                                                                カラフェ 490ml  各 　

・スパークリングワイン                                                            グラス 　

                                                                                        　　　

   

・ビアー・デザミ・ブロンド 0.0% from Belgium
　アルコールを取り除くことにより、本来の香り、味わいを損なうことなく仕上げました。

　ノンアルコールか疑いたくなる美味しさです リピーター続出中 !

・キリン零 ICHI  （ゼロイチ）ノンアルコールビールテイスト             小瓶
「一番搾り製法」で引き出し、アルコール 0.00%

Non Alcohol ノンアルコール

¥980

¥ 750

The Koiwai Farm Dining serves dishes 
made with special ingredients from Koiwai Farm.

Drink Menu
ドリンクメニュー

・表示価格は全て税込となっております。お客様にご安心頂くために、このメニューは一度限りの使用にしております。

※ワインリストもご用意しております                               

¥ 500
¥ 3,800

¥ 750
¥ 5,800

¥ 750
¥ 5,800

¥ 850
¥ 7,800

¥ 500
¥ 3,800

¥ 500
¥ 3,800

¥980

¥1,880

¥ 750

¥2,800

¥ 850



・コカコーラ

・ジンジャエール

・ウーロン茶

・オレンジジュース

・グレープフルーツジュース

・コーヒー＆紅茶

・カフェオレ

・ペリエ       スパークリングナチュラルミネラルウォーター硬水・硬度 400

Non Alcohol Farm Cocktail ノンアルコールファームカクテル

Alcohol  アルコール

 

   

Special  スペシャル

¥ 690 

¥ 690 

¥ 690 

¥ 690 

・小岩井農場育ち低温殺菌牛乳
しぼりたての生乳のおいしさをそのまま生かし、
乳脂肪分を均質化していないノンホモ牛乳で、後味もさわやかです。

・小岩井農場育ちのむヨーグルト ‘‘とろ～り '’
小岩井農場でしぼった生乳のみを使用した、とっても濃厚な飲むヨーグルト！
酸味を抑えたミルキーな味わいです。

・小岩井農場育ちりんごジュース
小岩井農場で穫れた “完熟りんご’ ' をそのままジュースにしました！
水も添加物を使用しなく、甘みと酸味が程良く後味がすっきり。

• 岩手県産さるなしドリンク
マタタビ科の植物で山野に自生するさるなし
キウイフルーツを想わせる自然の味を楽しめます。

 

Soft Drink  ソフトドリンク

・アップルトニック  小岩井リンゴジュース●トニックウォーター

・アップルラッシー 小岩井のむヨーグルト●小岩井リンゴジュース●グレナディンシロップ

・オレンジミルク    小岩井農場産牛乳 ●オレンジジュース●グレナディンシロップ

¥ 550

¥ 550

¥ 550

¥ 550

¥ 550

¥ 600

¥ 690

¥ 850

¥ 850

¥ 850

¥ 850

330ml

¥ 850

¥ 850

¥ 850

¥ 850

¥ 850

¥ 850

¥ 850

 

Cocktail           カクテル

・レモネードフィズ                      レモネードリキュール ●ウォッカ●ソーダ

・ソルティライチフィズ                ソルティライチリキュール ●ウォッカ●ソーダ

・赤ワインフィズ                          赤ワイン●ウォッカ●ソーダ

・～YUZU～                                 高知県ゆず果汁●ウォッカ●ソーダ

・レモンチェッロトニック            レモンリキュール●トニック

・Tanqueray tonic（ジントニック）  Tanqueray ●トニック

・Tanqueray soda（ジンフィズ）     Tanqueray ●ソーダ

¥ 850

¥ 850

¥ 850

¥ 850

¥ 850

¥ 850

¥ 850

¥950

¥ 850

¥ 850

¥ 850

Farm Cocktail ファームカクテル

・スプモーニ                  小岩井リンゴジュース ●レモンリキュール ●トニックウォーター

・カシスヨーグルト        小岩井のむヨーグルト●クレームドカシス

・レモンヨーグルト        小岩井のむヨーグルト●レモンリキュール

・レモンミルク              小岩井農場産牛乳 ●レモンリキュール

・ピーチツリーミルク    小岩井農場産牛乳 ●ピーチツリー

・ゴディバミルク           小岩井農場産牛乳 ●ゴディバリキュール

・カフェミルク              小岩井農場産牛乳 ●コーヒーリキュール

・カフェショコラミルク  小岩井農場産牛乳 ●ゴディバリキュール●コーヒーリキュール

・フランジェリコミルク 小岩井農場産牛乳 ●ヘーゼルナッツキュール

・コアントローミルク    小岩井農場産牛乳 ●バレンシアオレンジリキュール

・ゆずスカッシュ           高知県ゆず果汁 ●トニックウォーター

※その他、お好みのカクテルがございましたらお気軽にスタッフまでどうぞ。

・表示価格は全て税込となっております。


