DOWNTOWN TOKYO STYLE "YOSHOKU" DISHES / 東京下町洋食屋厨房

APPETIZERS & SALADS / アペタイザー ＆サラダ
SATSUKI Appetizer Plate・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,300
[ Small ¥2,500 ]
サツキ前菜プレート

Fresh Salad of the Season・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,100
[ Small ¥1,700 ]
季節のフレッシュ野菜サラダ
Dressing

(French, Japanese or SATSUKI Style)

ドレッシング （フレンチ、和風、サツキオリジナル）

Insalata Caprese・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,200
"Tomato and Mozzarella"
完熟トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼサラダ

with Chicken
チキン
Shrimp
シュリンプ
Tuna
ツナ

Chicken Rice Omelette・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,900
[ Small ¥2,200 ]
チキンオムライス

(Please choose white or multi-grain rice. "Extra hot"also available.)
+¥300

ビーフカレー 又は 小海老カレー（エキストラホットも承ります）

+¥300

Select | 白米または、 “Ｊ シリアル” より、お選びいただけます。

Hashed Wagyu ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,400
[ Small ¥3,400 ]
on Chicken Rice Omelet
黒毛和牛のオムハヤシライス

+¥300

Black Beef or Shrimp Curry・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,000
[ Small ¥2,400 ]
with Steamed Rice

Caesar Salad・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,100
シーザーサラダ
with Chicken
チキン
Shrimp
シュリンプ
Tuna
ツナ

Beef or Shrimp Curry・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,900
[ Small ¥2,200 ]
with Steamed Rice

+¥300

(Please choose white or multi-grain rice. )

銀座ビーフカレー又は銀座シュリンプカレー
Select | 白米または、 “Ｊ シリアル” より、お選びいただけます。

Minced Meat Cutlet・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,300

+¥300
+¥300

Classic Napolitan Spaghetti・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,700
[ Small ¥2,100 ]
with Soft Boiled Egg
下町スパゲッティ ナポリタン 鉄板焼き 温泉卵添え

Pork Cutlet Curry・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥4,400
with saffron multi-grain rice

(w/Rice or Bread)

下町風メンチカツ

（ライス又はパン付き）

（Please choose from saffron multi-grain rice or white rice.）

J シリアル カツカレー

SOUPS / スープ
Consommé・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,400
ビーフコンソメ

Beef Stew (w/Rice or Bread)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,600
下町ビーフシチュー （ライス又はパン付き）

Select | 白米または、 “Ｊ シリアル” より、お選びいただけます。

Cream Corn Soup・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,100
クリームコーンスープ

Hashed Beef with Steamed Rice・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,300
(Please choose white or multi-grain rice. )

[ Small ¥2,700 ]

新銀座ハヤシライス
Onion Gratin Soup・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,600
オニオングラタンスープ

Minestrone Soup・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,100
緑黄色野菜たっぷりミネストローネスープ

Select | 白米と “Ｊ シリアル” より、お選びいただけます。

Rice(white or multi-grain) or Bread・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥400
ライス（白米 又は “Ｊ シリアル”） または パン

Soup of the Day (Bouillon or Potage)・・・・・・・・・・・・・・¥1,100
本日のブイヨンスープ 又は ポタージュスープ

※ “Ｊ シリアル” とは・・・・・栄養価が高くヘルシーな雑穀（シリアル）を、オリジナルの配合でブレンドした八穀米
（ひえをベースに、あわ、いなきび、たかきび、黒米、赤米、緑米、アマランサスを配合）

MAIN DISHES / メインディッシュ
【MEAT / 肉料理】

PASTAS & PILAFS / パスタ ＆ ピラフ
Spaghetti "Bolognese"

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,400

スパゲッティ ミートソース
Pan Fried Veal Cutlet (w/ Rice or Bread)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,300
仔牛のカツレツ （ライス又はパン付き）

Hamburger Steak・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,400
(Soy or Demi-glace Sauce) (w/ Rice or Bread)
ハンバーグステーキ （和風 又は デミグラスソース）

Sautéed Pork Garlic Soy Sauce・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,300

（ライス又はパン付き）

[ Small ¥1,800 ]

Beef and Mushroom Pilaf Flavored・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,900
[ Small ¥2,300 ]
with Garlic & Soy Sauce
ビーフとキノコのピラフ ガーリック醤油風味

Spaghetti with Mushrooms・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,400
[ Small ¥1,800 ]
Japanese Style

Seafood Pilaf with New Burg Sauce・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,900

和風スパゲッティ サツキ風

シーフードピラフ ニューバーグソース添え

[ Small ¥2,300 ]

(w/ Rice or Bread)

ポークソテー ガーリック醤油風味

Sautéed Chicken (w/ Rice or Bread)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,500
チキンソテー （ライス又はパン付き）

（ライス又はパン付き）

Seafood Spaghetti・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,900
[ Small ¥2,300 ]
with Tomato Sauce
海の幸のスパゲッティ トマト風味

Grilled Chicken Shanghai Style・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,800
(w/ Rice or Bread)

上海グリルチキン

（ライス又はパン付き）

SANDWICHES & PIZZA / サンドウィッチ ＆ ピッツァ
【FISH / 魚料理】

Egg Sandwich

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,300

Sautéed Salmon with Herb Butter

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,500

Breaded Prawn & Crab Croquette・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,200

(w/ Rice or Bread)

(w/Rice or Bread)

サーモンのソテー ハーブバター添え （ライス又はパン付き）

Club Sandwich・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,500
アメリカン クラブハウス サンドウィッチ

（Please choose white Bread or multi-grain Bread）

太陽卵サンドウィッチ
Select | パンはサンドウィッチブレッドまたは、八穀入りブレッドよりお選びいただけます。

新下町海老フライと蟹クリームコロッケ （ライス又はパン付き）

Pizza Margherita・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,300
マルゲリータ

Mixed

Sandwich・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,500

ミックスサンドウィッチ

SATSUKI's Burger

(Roasted Beef, Egg Salad, Vegetable, Ham, and Cheese）

SATSUKI新東京バーガー

（ローストビーフ・玉子・野菜・ハム・チーズ）

Beef Patty（尾崎牛パティ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥4,600
Soy Meat Patty（大豆ミートパティ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,900

Rice(white or multi-grain) or Bread・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥400
ライス（白米 又は “Ｊ シリアル”） または パン
※ “Ｊ シリアル” とは・・・・・栄養価が高くヘルシーな雑穀（シリアル）を、オリジナルの配合でブレンドした八穀米
（ひえをベースに、あわ、いなきび、たかきび、黒米、赤米、緑米、アマランサスを配合）

料金にサービス料を別途加算させていただきます。
Service charge will be added to your bill.
食材によるアレルギーのあるお客さまは、あらかじめ係にお申しつけください。食材の入荷状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます。
If you have any food allergies or special preferences please inform your waiter. The above menu is subject to change without prior notice.

