
T A S T I N G  C O U R S E

Star ter

Assor ted Appet izers

Garden Salad

Scal lops

Seasonal  Vegetables

Kuroge Wagyu Sir lo in Steak 80g

Steamed White  Rice ,  Gar l ic  Rice or  Okonomiyaki

Desser t

Coffee or  Tea 

先付け

前菜盛り合わせ

ミディアムレアサラダ

帆立貝柱

季節の焼野菜

黒毛和牛サーロイン 80ｇ

ごはん 又は ガーリックライス 又は お好み焼き

デザート

コーヒー 又は 紅茶

テイスティング

＜ 平日限定 ＞

 7000

All prices include sales tax and are subject to a 10% service charge.
Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy or intolerance.

Medium Rare is proud to use some of the finest homegrown rice from Kyoto prefecture.

▪上記税込み価格に 10% のサービス料を頂戴いたします。▪食材に関する詳しい生産情報はお気軽にお尋ねください。
▪食物アレルギーをお持ちの方はスタッフにお申し付けください。▪当店で使用しているお米は全て京都府産です。



Kuroge Beef / 黒毛和牛 8800
Hida Beef / 飛騨牛 13000
Kobe Beef / 神戸牛 16000

W A G Y U  C O U R S E

Star ter

Assor ted Appet izers

Garden Salad

Scal lops ,  Prawn or  Beef  Tongue

Seasonal  Vegetables

100g of  your  choice of  beef

Steamed White  Rice ,  Gar l ic  Rice or  Okonomiyaki

Desser t

Coffee or  Tea

先付け

前菜盛り合わせ

ミディアムレアサラダ

帆立貝柱 又は 活車海老 又は 飛騨和牛のタン

季節の焼野菜

和牛ステーキ フィレ 又は サーロイン 100g ( 神戸牛はロースでのご用意です )

ごはん 又は ガーリックライス 又は お好み焼き

デザート

コーヒー 又は 紅茶

和牛ステーキ コース

All prices include sales tax and are subject to a 10% service charge.
Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy or intolerance.

Medium Rare is proud to use some of the finest homegrown rice from Kyoto prefecture.

▪上記税込み価格に 10% のサービス料を頂戴いたします。▪食材に関する詳しい生産情報はお気軽にお尋ねください。
▪食物アレルギーをお持ちの方はスタッフにお申し付けください。▪当店で使用しているお米は全て京都府産です。



Hida Beef / 飛騨牛 16000
Kobe Beef / 神戸牛 17500

O R I E N T A L  C O U R S E

Star ter

Assor ted Appet izers

Foie  Gras

Garden Salad

Fresh Lobster

Seasonal  Vegetables

80g of  your  choice of  beef

Steamed White  Rice ,  Gar l ic  Rice or  Okonomiyaki

Desser t

Coffee or  Tea

先付け

前菜盛り合わせ

フォアグラ

ミディアムレアサラダ

活オマール海老

季節の焼野菜

飛騨牛フィレ 又は サーロイン 80g ／ 神戸牛ロース 80g

ごはん 又は ガーリックライス 又は お好み焼き

デザート

コーヒー 又は 紅茶

オリエンタル コース

All prices include sales tax and are subject to a 10% service charge.
Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy or intolerance.

Medium Rare is proud to use some of the finest homegrown rice from Kyoto prefecture.

▪上記税込み価格に 10% のサービス料を頂戴いたします。▪食材に関する詳しい生産情報はお気軽にお尋ねください。
▪食物アレルギーをお持ちの方はスタッフにお申し付けください。▪当店で使用しているお米は全て京都府産です。



アラカルト

A  L A  C A R T E

All prices include sales tax and are subject to a 10% service charge.
Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy or intolerance.

Medium Rare is proud to use some of the finest homegrown rice from Kyoto prefecture.

▪上記税込み価格に 10% のサービス料を頂戴いたします。▪食材に関する詳しい生産情報はお気軽にお尋ねください。
▪食物アレルギーをお持ちの方はスタッフにお申し付けください。▪当店で使用しているお米は全て京都府産です。

700

700

900

1100

2000

8000

8000

1800

1400

3000

出し巻き卵

厚揚げ焼き

ミディアムレア 特製餃子　5個

明石蛸の塩麹焼き

帆立貝柱　2個

活鮑　

活オマール海老

フォアグラ  60ｇ

岐阜県産牛ホルモンと淡路玉葱のタレ焼き

飛騨和牛のタン

Japanese Omelette

Deep Fried Tofu

Homemade Chinese Dumplings

Shioyaki Grilled Akashi Octopu

Scallops

Abalone

Lobster

Foie Gras

Broiled Wagyu Beef Intestines and Awaji Onion

Beef Tongue 



Garden Salad / Seasonal Potage Soup / Hamburg Steak with Sunny Side Up Egg / 
Sausage / Chicken Rice / Dessert / Orange Juice

ミディアムレアサラダ / ハンバーグと目玉焼き / ソーセージ / 

季節のポタージュスープ / チキンライス / デザート /オレンジジュース

アラカルト

A  L A  C A R T E

All prices include sales tax and are subject to a 10% service charge.
Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy or intolerance.

Medium Rare is proud to use some of the finest homegrown rice from Kyoto prefecture.

▪上記税込み価格に 10% のサービス料を頂戴いたします。▪食材に関する詳しい生産情報はお気軽にお尋ねください。
▪食物アレルギーをお持ちの方はスタッフにお申し付けください。▪当店で使用しているお米は全て京都府産です。

1100

900

900

100g … 5000

100g … 6000

100g … 8000

100g … 10000

100g … 10000

1000

1000

1500

前菜盛り合わせ

ミディアムレアサラダ

季節の焼野菜

黒毛和牛サーロイン

黒毛和牛フィレ

飛騨牛サーロイン

飛騨牛フィレ

神戸牛ロース

お好み焼き、椀物

ガーリックライス、椀物、香の物

キッズディナー

Assorted Appetizers

Garden Salad

Seasonal Vegetables

Kuroge Sirloin

Kuroge Tenderloin

Hida Sirloin

Hida Tenderloin

Kobe Beef

Okonomiyaki

Garlic Rice

Kid’s Dinner


