
ブリスケット BBQソース  200g　\2,090

じっくり焼いてやわらかく仕上げた肉の塊をアメリカの定番
ソースで召し上がって頂きます！知らない人はいない王道の
アメリカンソース。 炭焼きした肉にこのソースはもはや最強！ 

カツレツ　\1,320

イタリアのミラノを代表する料理を、 ブラックアンガスを使っ
て、 COWMAN STEAK CLUB 流にアレンジしました。
最初はそのままで、 次はオリジナルのペッパーソースで味
変を楽しんで！

グリルソーセージの盛り合わせ　\1,650

スモーキー、ハーブ、そして自家製厚切りベーコンの
３種盛り合わせ。

お酒によく合う一品です。

肩ロース炭火焼きステーキ　200g　　\1,540

ガッツリお肉を食べたいけど、 あっさりしたお肉が食べたいというあなたに是非！
ハーブ塩を使ったさっぱり味のステーキです。

特製 L ボーン炭火焼きステーキ  約 600g( 骨付き )　　\7,150

L 字型の骨についたサーロイン。 骨ごと用意させて頂くのは、 骨に付いている骨膜も牛肉
の旨みを引き出せるからです。 ジューシーさなら T ボーンをも超えると言われる L ボーン。
当店では炭火で表面を香ばしく焼き上げるのも特徴。肉好きなら１度は食べたい一品です。

BEER
プレミアムモルツ ( 生ビール )     \825

コロナビール ( 瓶ビール )            \880

バドワイザー ( 瓶ビール )            \880

サントリーオールフリー ( 小瓶 )  \880

HIGH BALL
ジンビームハイボール                  \660

ジンビームアップルハイボール     \660

メーカーズマークハイボール        \770

SPARKLING WINE
デ・ボルトリ DB ブリュット        \770

WHITE WINE
ラ・クロワザード　レゼルヴ
ソーヴィニョン・ブラン               \770

RED WINE
イゲルエラ／コオペラティーバ
アグラリア・サンタ・キテリア     \770

COCKTAIL
こだわり酒場のレモンサワー        \660

サングリア ( 赤・白 )                   \660

カシスオレンジ                            \660

ジントニック                               \660

NON ALCOHOL
オレンジジュース                         \440

ウーロン茶                                   \440

メロンソーダ                               \440

　＋アルコール                            \660

　＋バニラアイスクリーム           \550

COWMAN ORGINAL COCKTAIL
お好みのソフトドリンクでウォッカまたはウィスキーで割ってお召し上がりいただけます。

ソフトドリンクが余りますので、 ２杯目ウォッカまたはウィスキーのみのご注文のみでお召し上がりいただけます。

Non ALCOHOL
コカ ・ コーラ　　　　　　　　　     \440
もはや説明不要！ 200 以上の国に
愛されるアメリカの国民的ドリンクです。

ルートピア　　　　　　　　　　　　　　\550
たくさんの薬草が入った炭酸飲料。
通称「 飲むサロンパス」 笑！
一度飲んだら病みつきに‼

マウンテンデュー　　　　　　　　\440
ダイナーフードには後味さっぱりのこれ！
シトラス系炭酸の元祖ともいわれています。

グァバネクター　　　　　　　　　　\550
ハワイ産のピンクグァバを使用した、
フルーティーで濃厚なネクタージュース！
フルーツ好きならこれです。

C.C レモン　　　　　　　　　　　　　\440
レモン 40 個分のビタミン C が取れる
CC レモン。 初代 CM は水前寺清子さんが
歌ってましたが知ってますか？笑

レッドブル　　　　　　　　　　　　　\550
「 翼をさずける」 でおなじみ！
若者が大好きな飲み過ぎ注意の
エナジードリンク。

完熟マンゴーサイダー　　　\550
トロピカルな気分で酔いしれて。
意外にもお肉との相性抜群です。

豊潤白桃サイダー　　　　　　\550
ふわ～んと白桃のいい香り～。
咲かせて咲かせて桃色吐息。

マスクメロンサイダー　　　　\550
KING OF fruits「 メロン」。
単なるメロンソーダじゃないメロン
感じるメロンメロンサイダー。

 Vodka　ウォッカ 　
\330 

  ルシアン ・ コーク　
  \770

 
  ルートビアウォッカ　
  \880

  エメラルドウォッカ　
  \770

  グァバウォッカ
  \880

  ウォッカレモン
  \770

  レッドブルウォッカ
  \880

  ウォッカマンゴー
  \880

  ウォッカピーチ
  \880

  ウォッカメロン
  \880

 Whisky ウィスキー
\330

  コーク ・ ハイ
  \770

  ウィスキービア
  \880

  マウンテンハイボール
  \770

  グァバウィスキー
  \880

  C.C. ハイボール
  \770

  レッドブルハイボール
  \880

  マンゴーハイボール
  \880

  ピーチハイボール
  \880

  メロンハイボール
  \880

＊表示価格はすべて税込価格です。



パクチーサラダ
\660

「 あなた、 パクチー好きかしら？」
パクチー好きなら間違いない１品！

グリルチキンシーザーサラダ
\715
ざくざくレタスとジューシーな炭火焼き
チキンをチーズがアクセントのシーザー
ドレッシングでお召し上がり下さい。

アボカドとマッシュルームのサラダ
\935
バランスの良い

あっさりしたサラダです。

チーズ盛り合わせ
\1,023
ワイン好きのお洒落なあなたにはコレでしょう！！
チーズとワインで男性も女性も格好良く！！

スピナッチマックンチーズ
\660
アメリカの定番家庭料理マックンチーズ ( マカロニ

チーズ ) にほうれん草をミックスしたオリジナル料理。

チーズボール
\792
中からチーズがじゅわ～。 スタッフの中でハマる
人が続出しています。

カウマンハンバーグボール
\1,100
ミートボールじゃないんです。 ハンバーグボール
なんです！食べたらわかります笑

スピードメニュー

ピクルス
\220

ミックスナッツ
\385

アンチョビオリーブ
\330

ガーリックシュリンプ
\1,320
お酒が進むド定番アイテム！

迷ったらコレです！

フライドポテト
\385
細カリッ！食べたらそう、

止まらないんです！

オニオンリング
￥715
衣に隠し味としてビールを使うことで、 コク
があってカリカリ。
止まらなくなるおいしさです。

もちろん、 お酒との相性バツグン！

バッファローチキンウィング
\935
甘辛激ウマソースで和えたチキンウィング。
辛いのが苦手な方は、 テリヤキ風ソース
に変更可能。

タイのカルパッチョ
\935
細かく刻んだ野菜をたっぷり使った、
具だくさんのラヴィゴットソースが贅
沢にかかっています。

アサリの白ワイン蒸し
\880
アサリの旨味たっぷりで、 ついつい
スープも飲みたくなっちゃう一品。

スパイシータコス　
トルティーヤチップス
\880
メキシコ料理の定番！ナチョミートをトル
ティーヤチップスでディップしながら食べる
スタイルのおつまみタコス。

ボロネーゼ
\880
肉の旨味とトマトの酸味のバランスが抜群。
ペンネなので、 おつまみ感覚でも食べられます。

ガーリックライス
\1,320
お酒の〆にはこれ！
ブラックアンガスの旨味とガーリックの香りがやみ
つきになること間違いなし。

アメリカンピザ
\1,100
映画などでもお馴染み、
アメリカンピザの定番「 ペパロニ」 を使ったピザ。

ハッセルバックアップル
\880
焼き上げたシナモン風味の温かいリンゴと
冷たいアイスクリームが絶妙なハーモニー
を奏でます。

サイコロステーキ

６個 120 ｇ　　　　\1,320
９個 180 ｇ　　　　\1,925
12 個 240 ｇ    \2,420

カウマンステーキクラブ自慢のＴボーンからとったサーロインを食べ
やすい一口サイズのサイコロステーキに。
サクッと歯切れの良さとお肉の旨味を味わってください。


