
Hamburg steak & Teppan menu

創業以来ふっくらジューシーが伝統の味
万世ハンバーグ
Hamburg steak（beef & pork）

新宿西口 11030-6M

 

黒毛和牛スライスを贅沢にミックスした肉感
あら挽きステーキハンバーグ
High gread hamburg steak

大満足ボリュームに目玉焼き
ジャンボハンバーグ　240g
Hamburg steak with fried eggs

さっぱりおろしポン酢だれ
和風おろしハンバーグ

Hamburg steak Japanese style 
（Japanese sauce made primarlly of soy sauce and citrus juice）  

万世伝統ハンバーグとエビフライ、目玉焼き
万世コンボ
Mansei Combination 

黒毛和牛スライス肉と野菜の万世伝統メニュー
黒毛和牛鉄板焼
Wagyu beef teppan yaki S     2130

 M    2570
L     3010

ハンバーグステーキ&鉄板焼

［おすすめトッピング］Topping

Cheddar cheese Fried egg

2260

2630

ハンバーグとミニビーフシチュー
Hamburg steak & Beef stew

2730

2370

2370

 1880

黒毛
和牛

■価格は全てセット価格になっております。単品の場合は表示価格より500円引きとなります。　
■セットのサラダは和風ゴマドレッシングをかけてご提供しております。ドレッシングの変更のお客様はご注文時にお申し付け下さい。
■取扱い商品、器、盛付け等は店舗により異なる場合がございます。　■料理の付け合わせは季節により多少変更がございます。

価格は全て税込みです。

目玉焼き
　 ＋ 130

特製ベーコン焼き
       　 ＋ 180

コーン　＋ 120
チェダーチーズ
 　　 ＋ 120

トッピングは他にもご用意しています

Bacon

Corn

Cheddar cheese Fried egg



Beef steak & Beef stew menu

黒毛和牛万世ステーキ 120gと万世伝統ハンバーグ
ツートップステーキ
2top wagyu beef steak & Hamburg steak

新宿西口 11031-6M

Hamburg steak  　　　　　　　　　　　　　   S 　　     　　3790
 Hamburg steak  　　　　　　　　　　　　　   M　　     　　4040

Hamburg steak  　　　　　　　　　　　    S 　　    　　2550
 Hamburg steak  　　　　　　　　　　　　　   M　　    　　2800

黒毛和牛のヒレ肉の旨味は格別
ロース・ヒレステーキ
Wagyu fillet beef steak

万世伝統ハンバーグと赤身肉から溢れる美味しさ
カットステーキ（70g）とハンバーグ
Hamburg steak & Cut beef steak 70g

黒毛和牛 ビーフシチュー

じっくり煮込んだ
万世伝統の味

Beef stew  

黒毛和牛のもも肉の旨味は格別です
万世ステーキ
Wagyu round beef steak 

Standard   　　　 スタンダード（も も）　　   120g    　　3340
Special    　　　　特　　 選 （イチボ）　   120g       　　4060

Rib roast　　霜　　降　　  （リブロース）　 　　150g      　4770
Sirloin   　　サーロイン　　（ヒレ下ロース）　 　200g       　6110
Fillet    　　　ヒ　　レ 　　　　　　　　 　120g       　6090

ビーフステーキ／ビーフシチュー

［ライスのおかわりはサービスです］

Rice, soup, salad included.SET

2850

黒毛
和牛

黒毛
和牛

国産
牛

黒毛
和牛

黒毛
和牛

ミディアムレアがおすすめですミディアムレアがおすすめですミディアムレアがおすすめです

ミディアムレアがおすすめです

価格はセット価格になっております

［ライスのおかわりはサービスです］

Rice, salad included.SET
価格はセット価格 になっております

［ライス］ ［サラダ］［とん汁］または［ポタージュ］ サラダは +180円で
ボリュームアップできます

サラダは +180円で
ボリュームアップできます

＋ ＋

［サラダ］

＋
＋［ライス］

ミディアムレアがおすすめです

ミディアムレアがおすすめです
写真はスタンダード120gです

ミディアムレアがおすすめです
写真はヒレステーキ120gです

■価格は全てセット価格になっております。単品の場合は表示価格より500円引きとなります。　
■セットのサラダは和風ゴマドレッシングをかけてご提供しております。ドレッシングの変更のお客様はご注文時にお申し付け下さい。
■取扱い商品、器、盛付け等は店舗により異なる場合がございます。　■料理の付け合わせは季節により多少変更がございます。

価格は全て税込みです。



500

（レギュラー）　　　1190
（大盛り）   　　　　1630

Side menu

フライドポテト
Frid potato

500コインコロッケ
Coin croquette

1100
和牛ローストビーフ
Wagyu rost beef

700バラエティウインナー
Variety pork sausage

1100ポークウインナー      （10本）
Pork sausage

1820エビフライ
Deep fried shrimp

ネギパーコー
Deep fried pork with green onion

ユッケ仕立ての 和牛ローストビーフ芯
Wagyu roast beef Korean Yukhoe style

（2～3人前）   580
Mansei original kimuchi

万世特製キムチ  L380420 万世特製キムチ  S
Mansei original kimuchi

■取扱い商品、器、盛付け等は店舗により異なる場合がございます。　■料理の付け合わせは季節により多少変更がございます。　

サイドメニュー

新宿西口 11028-5M

おすすめのもう一品。ぜひ、ご利用ください。

シングル   （１枚）　          500
ダ ブ ル   （２枚）          880

万世特製キムチは売店でお買い求めいただけます

コーンポタージュ
Corn potage soup

（３個）     530
（６個）     900

鶏のから揚げ
Deep fried chicken

Side menu

写真はダブルネギパーコーです

写真は 6個です写真はレギュラーサイスです

価格は全て税込みです。



Drink & Sandwich & Salad menu

350ウーロン茶
Oolong tea

アイスコーヒー
Iced coffee

オレンジジュース
Orange juice

ペプシコーラ
Pepsi cola

アイスティー（レモン・ミルク）
Iced tea （ Lemon or Milk）

350
350

350
350

350

野菜ジュース
（トマトベース）

Vegetable juice ( based tomato )

ザ・プレミアム・モルツ
Beer 

640
530

生ビール（中）
生ビール（小）

420
サントリーオールフリー

Non alcohol
ノンアルコール・ビールテイスト飲料
（アルコール 0.00 %）

1080
冷酒

嘉泉万世（　300ml）

Cold sake

■取扱い商品、器、盛付け等は店舗により異なる場合がございます。　■料理の付け合わせは季節により多少変更がございます。　

ドリンク／サンドイッチ／サラダ

新宿西口 11029-8M

フレッシュな野菜サラダSalad

Sandwich

440グラスワイン（赤）
Glass wine

440グラスワイン（白）
●赤ワイン Red wine

2180
レッド ブリッジ シラーズ／ヴィオニエ  （750ml）
Red Bridge Shiraz Viognier

●白ワイン White wine

2180
フォルタン リトラル ソーヴィニヨン・ブラン
　　　　　　　　　　フルボトル（750ml）

Fortant Littoral Sauvignon Blanc

3520
ロス ヴァスコス グランド レゼルブ（750ml）
Los Vascos Grand Reserve

Soft drink Beer / Sake Wine

南仏の地中海沿岸（リトラル）の畑を厳選し、ぶどうの個性を
引き出しました。桃やパイナップルのような甘い香りに、
グレープフルーツを思わせる爽やかな酸味。熟したまろ
やかな果実感を、すっきりとした酸味、柑橘の皮のような
ホロ苦さが優しく引き締める、フレッシュな辛口白ワインです。

万世の定番サンドイッチをお召し上がりください。

ソフトドリンク ワイン　　ワインは全て冷蔵庫で保管されております

当店では運転の方、未成年の方への酒類のご提供はお断りしております。

ビール・日本酒・焼酎

いつの時代も人気者！これぞ定番！
お肉屋さんのかつサンド

Mankatsu sandwich

万世のハンバーグをフライにし、
特製ソースをたっぷりからめました

Fried hamburg sandwich

770 1180770 お肉２枚で満足度は弐万倍！
食いしん坊をうならせるボリューム！

Nimankatsu sandwich

お車の方もOK!

シーザードレッシングをかけてご提供しております

万世人気の
定番サラダ ボリューム満点

◎コンビネーションサラダ、グリーンサラダはドレッシングまたは岩塩をお選びいただけます。

シーザーサラダ
Caesar salad

グリーンサラダ
Fresh green salad

700 500          810（2～3人様）
コンビネーションサラダ
Combination Salad

3 種のドレッシングまたはハーブ入岩塩よりお選びください
 ◎ドレッシングをご希望でない方はご遠慮なくお申し付けください

ハーブ入
岩塩サウザン イタリアン 和風ごま

Salad dressing

2～3名様でどうぞ

ウーロンハイ

おすす
め

460

価格は全て税込みです。




