


How to enjoy Churrasco
Thank you for coming. 

If you are not on the all you can drink plan, but would like a drink Please order it first. 
Then you may enjoy our buffet and salad bar. 

You will notice a chip on your table. It the black side is facing up, 
our waiter will continue to come until you flip the chip over.

Enjoy a meal. 

Please use tongs to grab meat as it is being sliced by waiter. 

Please enjoy the two types of sauces. One is a vinegar base the other is steak sauce. 

If you have had your fill of meat, please turn over the chip. 

After your meal, you can enjoy dessert and coffee. 
Dessert and coffee is not included in the all you can eat price. 

”All you can eat time” 

Lunch time all you can eat is 90 min. Lunch is from 11:00-15:00. Last call is at 14:00. 

Dinner time all you can eat is 120 min. Dinner is from 17:00-23:00. Last call is at 21:00. 

Last call for all drinks is 22:00. 

We will tell you when your  “all you can eat “ time has ended. 

Food and drink must enjoyed in the restaurant. NO To-go boxes. 

No outside food or drink is allowed. 

Please relax and enjoy! 

FOGO BRAZIL

シュラスコの食べ方

本日は、お越しいただきましてありがとうございます。

ご着席後、飲み物（別料金）などのご注文が有ればご注文後、ブラジリアンビュッフェのお料理をご自由にお取りください。

お席にお戻りになりましたらテーブルの「YES・NOチップ」を「黒」にすると
シュハスケイロ（お肉料理担当者）がお肉のサービスを始めます。

順番に運ばれて来たお肉を美味しくお召し上がりください。

大きなお肉が運ばれて来た時は、お肉が落ちないようにトングで切り落とされたお肉をおつかみください。

お肉は、「モーリョ」（ビネガーソース）やステーキソースでお召し上がりください。

お腹がいっぱいになりましたら「YES・NOチップ」を「白」にするとお肉のサービスを終了します。

お食事の最後は、デザート・コーヒー（別料金）などもご用意していますのでお楽しみください。

食べ放題のサービス制限時間

ランチタイム90分間　11:00～15:00（最終受付14:00）

ディナータイム120分間　17:00～23:00（最終受付21:00）

ドリンク最終受付22:00

制限時間になりましたら声を掛けますのでお会計をよろしくお願いします

食べ物やお飲み物を店外に持ち出す事は、できません。

それでは、楽しい時間をお過ごし下さい。

食べ物やお飲み物は、全て店内でお召し上がりください。
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Dinner Menu

“FOGO BRAZIL”
Churrasco
ディナーメニュー

APPROXIMATELY 12 DIFFERENT VARIETIES OF ALL-YOU-CAN-EAT CHURRASCO  
APPROXIMATELY 25 DIFFERENT VARIETIES OF ALL-YOU-CAN-EAT BRAZILIAN BUFFET

12種のシュラスコ食べ放題　約25種のブラジリアン ビュッフェ 食べ放題

FOGO BRAZIL CHURRASCO COURSE   

FOGO BRAZIL CHURRASCO COURSE (Age 6~12)

FOGO BRAZIL CHURRASCO COURSE (Under 5 Years old)

フォゴ ブラジル シュラスコ コース

フォゴ ブラジル シュラスコ コース（6歳～１２歳）

フォゴ ブラジル シュラスコ コース（５歳以下）

¥ 3,680 + tax

¥ 1,780 + tax

Free

※フォゴブラジルコースでは120分の食べ放題となっております。（30分前がラストオーダーとなります）
*The time limit for the all-you-can-eat Fogo Brazil course is 120 minutes  

(last order will be taken 30 minutes before the limit)

※メニューは状況により変更になる場合がございます。
*Our menu is subject to change (without notice)

※食べ残しの際は別途料金をいただく場合がございます。
*There may be an additional charge in an event of food being left-over

※大人一人につき5歳以下一人が無料になります。二人目以降は料金が発生します。
* The free charge for children under 5 years old applies for one adult per child.  
A fee will be charged after the second child that exceeds the number of adults 
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Churrasco

※フォゴブラジルコースでは120分の食べ放題となっております。（30分前がラストオーダーとなります）
*The time limit for the all-you-can-eat Fogo Brazil course is 120 minutes  

(last order will be taken 30 minutes before the limit)

※メニューは状況により変更になる場合がございます。
*Our menu is subject to change (without notice)

※食べ残しの際は別途料金をいただく場合がございます。
*There may be an additional charge in an event of food being left-over

※大人一人につき5歳以下一人が無料になります。二人目以降は料金が発生します。
* The free charge for children under 5 years old applies for one adult per child.  
A fee will be charged after the second child that exceeds the number of adults 

PEPPER STEAK

GARLIC STEAK

PORK RIBS

PORK 
BRAZILIAN SAUSAGE
CHICKEN HEART
CHICKEN

PINEAPPLE
CHEESE BREAD

FLANK STEAK

RUMP STEAK
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ピッカーニャ
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ポルコ

リングイッサ

コラソン

フランゴ

アバカシィ
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(BEEF)

(PORK ・ CHICKEN)

(OTHER)



Lunch Menu

“FOGO”
Churrasco

APPROXIMATELY 9 DIFFERENT VARIETIES OF ALL-YOU-CAN-EAT CHURRASCO  
APPROXIMATELY 20 DIFFERENT VARIETIES OF ALL-YOU-CAN-EAT BRAZILIAN BUFFET

9 種のシュラスコ食べ放題　約20種のブラジリアン ビュッフェ 食べ放題

FOGO CHURRASCO COURSE   

FOGO CHURRASCO COURSE (Age 6~12)

FOGO CHURRASCO COURSE (Under 5 Years old)

フォゴ シュラスコ コース

フォゴ シュラスコ コース（6歳～１２歳）

フォゴ  シュラスコ コース（５歳以下）

¥ 2,980 + tax

¥ 1,580 + tax

Free

ランチメニュー



Churrasco

PEPPER STEAK

GARLIC STEAK

PORK 

BRAZILIAN SAUSAGE

CHICKEN HEART

CHICKEN

PINEAPPLE

RUMP STEAK
PICANHA
ピッカーニャ

シュラスコ 

アウカトラ

ペッパーステーキ

ガーリックステーキ

ポルコ

リングイッサ

コラソン

フランゴ

アバカシィ

(BEEF)

(PORK ・ CHICKEN)

(OTHER)

※フォゴコースでは９０分の食べ放題となっております。（30分前がラストオーダーとなります）
*The time limit for the all-you-can-eat Fogo course is 90 minutes  

 (last order will be taken 30 minutes before the limit)

※メニューは状況により変更になる場合がございます。
*Our menu is subject to change (without notice)

※食べ残しの際は別途料金をいただく場合がございます。
*There may be an additional charge in an event of food being left-over

※大人一人につき5歳以下一人が無料になります。二人目以降は料金が発生します。
* The free charge for children under 5 years old applies for one adult per child. 
 A fee will be charged after the second child that exceeds the number of adults
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ミニシュラスコ
Mini Churrasco
Lunch Menu

※ミニシュラスココースでは90分の食べ放題となっております。
　(30分前がラストオーダーとなります) 

※The time limit for the all-you-can-eat Mini Churrasco course is 90 minute
　(last order will be taken 30 minutes before the limit) s  

※食べ残しの際は別途料金をいただく場合がございます。
※There may be an additional charge in an event of food being left-over  

※大人一人につき5歳以下一人が無料になります。二人目以降は料金が発生します。
※The free charge for children under 5 years old applies for one adult per child.  
　A fee will be charged after the second child that exceeds the number of adults 

ブラジリアンビュッフェと一緒に
ミニシュラスコ  

with Brazilian buffet 
mini churrasco to your meal

¥ 1,790 + tax

MINI CHURRASCO COURSE 
 ミニシュラスココース  

¥ 1,280 + tax

MINI CHURRASCO COURSE（Age 6 ~12） 
 ミニシュラスココース（6歳~12歳）  

Free

MINI CHURRASCO COURSE（Under 5 Years old） 
 ミニシュラスココース（5歳以下）  

RUMP STEAK
 アウカトラ

PORK
 ポルコ

CHICKEN
 フランゴ

PINEAPPLE
 アバカシィ



※ブラジリアンビュッフェでは90分の食べ放題となっております。
*The time limit for the all-you-can-eat BRAZILIAN BUFFET / buffet is 90 minutes



DRINK MENU
ドリンクメニュー
RED WINE

WHITE WINE

・CASILLERO DEL DIABLO RESERVA PRIVADA CABERNET SAUVIGNON  
カッシェロ デル ディアブロ レセルバ プリバダ カベルネ ソーヴィニヨン　¥5,000 + tax

・FOGO HOUSE WINE WHITE フォゴ ハウス ワイン 白 ¥500 + tax

・MATTHIEU ROUX BOURGOGNE PINOT NOIR マテュー・ルー ブルゴーニュ ピノ・ノワール ¥4,500 + tax

・CARNIVOR ZINFANDEL カーニヴォ ジンファンデル ¥4,000 + tax

・DON DAVID MALBEC RESERVE エル エステコ ドン ダビ マルベック レゼルバ ¥3,500 + tax

・VARIETAL CABERNET SAUVIGNON ヴァリエタル カベルネ ソーヴィニヨン ¥3,500 + tax 
（BRAZIL ブラジル産）750ML 辛口 12.5％ 後味がしっかりした辛口の赤ワイン。赤身肉と相性抜群です。
DRY RED WINE WITH A SOLID AFTERTASTE. OUTSTANDINGLY COMPATIBLE WITH RED MEAT. 

(ARGENTINA アルゼンチン産）750ML  辛口 14％ ワイン評論家やハリウッドセレブも注目の肉を楽しむためのワインです。
A WINE THAT IS GRABBING HOLLYWOOD CELEBRITIES “AND WINE CRITICS” ATTENTION, AND MADE ENJOYING MEAT.

（USA アメリカ産）750ML 辛口 14.5％ 肉食を愛してやまない人たちのために造られた*肉専用黒ワイン*です。
A “SPECIAL BLACK WINE” MADE FOR THOSE WHO LOVE CARNIVOROUS MEALS.

（FRANCE フランス産）750ML 中口 13％ 生き生きとして軽快な口当たりのチャーミングなブルゴーニュワインです。
A CHARMING BOURGOGNE WINE WITH A LIVELY ANF LIGH TASTE.

(BRAZIL ブラジル産）750ML 辛口 13％ フルーティーな味わいと心地よい後味の楽しめる、シュラスコにピッタリな辛口の白ワインです。
A DRY WINE PERFECT FOR CHURRASCO WITH AN ENJOYABLE FRUTY FLAVOR AND A PLEASANT AFTERTASTE.

（FRANCE フランス産）750ML 辛口 12％ 洋ナシやフレッシュなアーモンドのアロマが印象的で口に含むと樽香やヴァニラのニュアンスを感じ、 
非常にまろやかな印象のワインです。
A WINE WITH MELLOW IMPRESSION AS IT PROVIDES AN IMPRESSIVE AROMA OF A FRESH ALMOND AND PEAR, AND A NUANCE 
OF WOODEN CASK AND VANILLA TASTE.

（CHILE チリ産）750ML 辛口 13％ ワンランク上のブレンドワインです。 柑橘系フルーツ、トロピカルフルーツ、 
ミネラル香が絡む複雑な香りと、 はつらつとした辛口白ワインです。
A HIGH-GRANDE BENDED WINE. A DRY WHITE WINE  WITH A COMPLEX MIXTURE OF CITRUS FRUIT, TROPICAL FRUIT, AND MINERAL AROMA. 

(CHILE チリ産）750ML 辛口 13.5％ ワンランク上のワイン。エレガントな黒い果実、ヴァニラや杉の複雑な香りに、 
果実味やボディと上品さのバランスが絶妙なワインです。
A HIGHER-GRANDE WINE. SUBURB WINE THAT PROVIDES AN EXQUISITE BALACE OF COMPLEX AROMA OF ELEGANT BLACK FRUIT,  
VANILLA, AND CEDAR, AND REFINED FRUITFUL TASTE AND BODY.

・FOGO HOUSE WINE RED フォゴ ハウス ワイン 赤 ¥500 + tax

・VARIETAL CHARDONNAY ヴァリエタル シャルドネ ¥3,500 + tax

・ROCHE MAZET CHARDONNAY ロシュ マゼ シャルドネ ¥3,500 + tax

・CASILLERO DEL DIABLO DEVIL’S COLLECTION WHITE  
カッシェロ デル ディアブロ デビルズ コレクション ホワイト ¥4,000 + tax



ROSE WINE

・VARIETAL CABERNET SAUVIGNON ヴァリエタル カベルネ ソーヴィニヨン ¥3,500 + tax 

・CASILLERO DEL DIABLO RESERVA ROSE カッシェロ デル ディアブロ レゼルバ ロゼ  ¥3,500 + tax
（CHILE チリ産）750ML 辛口 13％ 口中はラズベリーやストロベリーを思わせるフレッシュなフルーツを感じます。 
最後までフレッシュな酸が続く辛口ロゼワインです。
PROVIDES A FRESH FRUITFUL TASTE REMINISCENT OF RASPBERRIES AND STRAWBERRIES. A DRY ROSE WINE WITH A FRESH TASTE THAT 
LASTS UNTIL THE LAST DROP. 

（FRENCH フランス産）750ML 辛口 12％ ヴーヴ・クリコを代表するすっきりとした辛口のシャンパーニュ。 
心地よい爽やかさとフルーティーなアロマが際立ちます。
CLEAR AND DRY CHAMPAGNE REPRESENTATIVE OF VEUVE CLICQUOT. EXCELS WITH A PLEASANT REFRESHING AND FRUITY AROMA.

（FRENCH フランス産）750ML 辛口 12.5％ 優美でエレガントなロゼ。ヴーヴ･クリコのスタイルを気軽に愉しめるロゼ･シャンパーニュ。 
成熟した芳醇な広がりのある口当たりが魅力です。
A GRACEFUL AND ELEGANT ROSE. A ROSE CHAMPAGNE THAT OFFERS A CASUAL ENJOYMENT OF THE STYLE OF VEUVE CLICQUOT.

（FRENCH フランス産）750ML 辛口 12％ バランスの良いエレガントな味わいは、前菜からメイン、デザートまであらゆる料理とよく合います。
A WELL-BALANCED AND ELEGANT TASTE GOES WELL WITH ANY DISH SUCH AS APPETIZERS, MAIN DISHES, AND DESSERTS.

（FRENCH フランス産）750ML 辛口 12％ グラマラスで誘惑的なシャンパン。フルーティーで野イチゴのような香りが強く、 
新鮮でいきいきとした果実味がはっきり出ていて、喉ごしは柔らかです。 
A GLAMOROUS AND SEDUCTIVE CHAMPAGNE. OFFERS A FRUITY FLAVOR WITH STRONG STRAWBERRY SCENT AND GOES DOWN SMOOTH 
THROUGH YOUR THROAT WITH ITS CLEAR, FRESH, AND VIVID FRUITY TASTE.

（FRENCH フランス産）750ML 辛口 12.5％ 世界で最も愛されているシャンパン。口の中に長くエレガントな余韻を残します。 
常に最高のヴィンテージだけがドン･ペリニヨンであることを許されるのです。
THE WORLD’S MOST BELOVED CHAMPAGNE. OFFERS A LONG LASTING ELEGANT TASTE. ONLY THE BEST VINTAGES ARE ALLOWED TO BE 
DON PERIGNON.

CHAMPAGNE

・ VEUVE CLIEQUOT ヴーヴ クリコ ポンサルダン ¥10,000 + tax

・VEUVE CLIEQUOT ROSE ヴーヴ クリコ ポンサルダン ロゼ ¥13,000 + tax

・MOET & CHANDON モエ エ シャンドン ¥10,000 + tax

・MOET & CHANDON ROSE モエ エ シャンドン ロゼ ¥13,000 + tax

・DOM PERIGNON ドン ペリニヨン ¥30,000 + tax



SPECIAL FOGO BRAZIL CAIPIRINHA
NATIONAL COCKTAIL OF BRAZIL

・TRADITIONAL CAIPIRINHA
・ トラジショナル カイピリーニャ

¥800 + tax
・STRAWBERRY CAIPIRINHA
・ ストロベリー カイピリーニャ 

¥800 + tax
・PINEAPPLE CAIPIRINHA
・パイナアップル カイピリーニャ

¥800 + tax

・KIWI CAIPIRINHA
・キウイ カイピリーニャ
¥800 + tax

・FOGO SPECIAL CAIPIRINHA

(STRAWBERRY / RASPBERRY / BLUEBERRY/ MINT） 
（ストロベリー / ラズベリー / ブルーベリー / ミント）

フォゴ スペシャル カイピリーニャ

¥900 + tax

・LIME SPECIAL CAIPIRINHA

LIME / GINGER / BROWN SUGAR） 
（ライム / ジンジャー / ブラウンシュガー）

ライム スペシャル カイピリーニャ

¥900 + tax

・PASSIONFRUIT SPECIAL CAIPIRINHA

（PASSIONFRUIT / LIME / HONEY） 
（パッションフルーツ / ライム / 蜂蜜）

パッションフルーツ スペシャル カイピリーニャ 

¥900 + tax

・PINEAPPLE SPECIAL CAIPIRINHA

PINEAPPLE / MINT / HONEY） 
（パイナップル / ミント / 蜂蜜）

パイナップル スペシャル カイピリーニャ

¥900 + tax

・KIWI SPECIAL CAIPIRINHA 

(KIWI / STRAWBERRY / LIME） 
（キウイ / ストロベリー / ライム）

キウイ スペシャル カイピリーニャ

¥900 + tax

・PASSIONFRUIT CAIPIRINHA
・パッションフルーツ カイピリーニャ

¥800 + tax

IN SPECIAL CAIPIRINHA YOU CAN CHOOSE YOUR FAVORITE ALCOHOL
スペシャルカイピリーニャではお好きなアルコールを選ぶ事ができます。 

・BRAZILIAN CACHAÇA ブラジリアン カシャーサ
・VODKA ウォッカ

・SAKE（DASSAI） 日本酒（獺祭）+ ¥300
・Non-Alcoholic ノンアルコール



BEER

OTHER

・ORION オリオン ¥500 + tax
・ASAHI アサヒ ¥500 + tax
・CORONA コロナ ¥700 + tax
・GUINNESS ギネス ¥700 + tax

・VODKA & CRANBERRY ウォッカクランベリー ¥700 + tax

・CAMPARI ORANGEカンパリオレンジ ¥700 + tax

・HIGHBALL ハイボール ¥700 + tax

・GIN & TONIC ジントニック ¥700 + tax

・MOSCOW MULE モスクミゥール ¥700 + tax

・CUBAN LIBRE キューバリブレ ¥700 + tax

・CASSIS ORANGE カシスオレンジ ¥700 + tax

・MOJITO モヒート ¥700 + tax

・PINACOLADA ピナコラーダ ¥700 + tax

AWAMORI

SAKE

・CHATAN CHORO 北谷長老 ¥4,000 + tax

・CHATAN CHORO GLASS 北谷長老 グラス ¥500 + tax

・DASSAI 獺祭 ¥6,000 + tax

・DASSAI GLASS 獺祭 グラス ¥700 + tax



BRAZILIAN FRUIT JUICE
・PASSION FRUIT パッションフルーツ ¥500 + tax
・PINEAPPLE パイン ¥500 + tax
・GUAVA グァバ ¥500 + tax
・MANGO マンゴー ¥500 + tax
・CAJU カジュー ¥500 + tax
・CUPUAÇU クプアス ¥500 + tax
・ACEROLA アセロラ ¥500 + tax
・AÇAI アサイ ¥500 + tax
・PINEAPPLE & MINT  パイン ミント ¥700 + tax

・GUARANA ガラナ ¥350 + tax
・COCA-COLA コカコーラ ¥350 + tax
・SPRITE スプライト ¥350 + tax
・GINGER ALE ジンジャーエール ¥350 + tax
・TONIC WATERトニックウォーター ¥350 + tax
・ORANGE オレンジ ¥350 + tax
・MATE TEA マテ茶 ( HOT / ICE ) ¥350 + tax
・ICED TEA アイスティー ¥350 + tax
・MATCHA 抹茶 ¥350 + tax
・OOLONG TEA 烏龍茶 ¥350 + tax
・PERRIER ペリエ ¥500 + tax
・REDBULL レッドブル ¥380 + tax
・CAFE DO BRASIL ブラジル コーヒー ( HOT /  ICE ) 
  PILAO ブラジルで最も愛されてるコーヒー　濃厚でコクのある味 
THE MOST BELOVED COFFE IN BRAZIL. OFFERS A RICH AND THICK TASTE

SOFT DRINK



DESSERT MENU

DESSERT

デザートメニュー

・BRAZILIAN PUDDING  
ブラジリアン プリン 
 ¥500 + tax

・DESSERT OF THE DAY 本日のデザート ¥500 + tax

・AÇAÍ BOWL アサイ ボウル ¥800  
( 蜂蜜 / コンデンスミルク )  
(honey / condensed milk)

+ バニラアイスクリーム vanilla ice cream ¥100 + tax 

・BRAZILIAN MOUSSE 
*the taste will change on a daily

ブラジリアン ムース  
*日替りで味が変わります。 
¥500 + tax


