TAPAS

すべて 390〜648 円。本日のお気軽タパスはこちら！

COLLECTION

mixed nuts
ミックスナッツ

olives
２種オリーブ

A L L

390

pickles
彩り野菜のピクルス

300

season's special.

yen

grilled corn
とうもろこしのグリル

horse mackerel and japanese myoga ginger Escabeche
豆あじと茗荷のエスカベッシュ

Grilled Avocado
アボカドのグリル

nachos w/ avocado dip
ナチョス アボカドディップ添え

grilled Vegetable Platter
本日の産直野菜のグリル

grilled eggplant w/ bacon flavored oil
高知県産土佐茄子のグリル ベーコンオイル

Ibérico pork chorizo
イベリコチョリソー

fried onion ring w/sour cream
オニオンリングフライ サワークリーム添え

creamy mashed potato
クリーミーマッシュポテト

french Fries
フレンチフライ

夏の代名詞

白ワインのおつまみに

女性人気 No.１

自家製ディップが味の決めて

旬の野菜をグリルで

y e n

popular & recommended.

イベリコ豚のドライサラミです

隠し味にアンチョビをプラス

玉葱が甘〜い

オープン以来の人気商品

うま〜い

みんな大好き

A L L

buffalo chicken wing (6p)
バッファローチキンウィング（6p）

vegetable ajillo
産直野菜のアヒージョ

octopus ceviche
水タコのセビーチェ

baked sirdine and potato
真イワシとジャガイモの重ね焼き

chicken liver pate wi prune compote
白レバーのパテ プルーンのコンポート添え

spanish thin bread 'coca', mozzarella and basil
コカ モッツァレラ＆バジル

spanish omelette
スペイン風オムレツ

garlic sauteed chicken gizzard and broccoli
砂肝コンフィとブロッコリーのガーリックソテー

8 種類のスパイスに漬け込んだ手羽先唐揚げ

柚子胡椒のヴィネグレットで

真いわしとじゃがいものマリアージュ

ピノノワールとの相性◎

玉葱、じゃが芋のシンプル焼きオムレツ

A L L

648
y e n

内容は日替わりです

スペイン風薄焼きピザ

540
y e n

砂肝の柔らかさにビックリします

grilled small sausage
こぶーたソーセージのグリル

seafood ajillo
魚介のアヒージョ

baked eggplant, meat sauce and cheese
挽肉と米茄子のチーズ焼き

Jamón Ibérico
原木ハモンイベリコ

rabbit confi canape
うさぎのリエットのカナッペ

steamed mussels (rissoto 300 yen)
活ムール貝の白ワイン蒸し

grilled pork tongue w/ red wine sauce
豚タンのグリル 赤ワインソース

tapas platter of the day)
本日のタパス盛り合わせ

コロコロした一口ソーセージ

内容は日替わりです

ミートソースとチーズの黄金コンビ

切りたての美味しさと香りをお届けします

長時間煮込んだうさぎもも肉をリエットに

＋300 円でリゾットも

七味唐辛子がアクセント

bread

日替わり３種類のタパス盛り

baguette (4p)
バゲット (4p)

300

Natural yeast bread basket(4p)
群馬より 天然酵母パン４種の盛合せ

600

Focaccia (2p)
フォカッチャ (2p)

4 00

long garlic toast (2p)
ロングガーリックトースト (2p)

4 00

Salad

quinoa and 12 vegetables ‘detox ’ salad
キヌアと１２品目野菜のデトックスサラダ
キヌアは栄養価の高いスーパーフード

Other appetizers
fresh fish carpaccio of the day
本日の鮮魚のカルパッチョ

980

broiled ‘wagyu’ beef round
和牛もも肉の炙り

1250

cheese fondue _ hot or cold
チーズフォンデュと角切りバケット 温 or 冷

1200

築地直送の鮮魚を日替わりで

和牛の旨味をストレートに堪能できます

冷たくてもおいしいんです！

cold sea urchin flan
生ウニの冷製フラン

880

至福の一皿

prosciutto, jamon iberico and salami
生ハム２種とサラミの盛り合わせ

1280

grilled sausage platter
ソーセージの盛り合わせ

1300

3 kinds cheese platter
チーズ３種の盛り合わせ

980

ハモンセラーノ、プロシュート、イタリアサラミ

５種類のソーセージ

１種類だけからもご注文頂けます。

regular

780 / half 400

roast beef salad, honey mustard dressing
ローストビーフサラダ ハニーマスタードドレッシング
リピーター急増中！！お得なサラダ

regular

1200 / half 600

farm fresh Vegetables and seafood salad
産直野菜と魚介のパリパリサラダ
W オリジナルドレッシング
regular
自家製オニオンドレッシングがやみつき

980 / half 500

Pasta & Risotto

Spaghetti Peperoncino w/ homemade pancetta and summer veggie
自家製パンチェッタと夏野菜のペペロンチーノ
1 100
夏全開

‘wagyu’ beef mince , eggplant and tomato ragout
和牛挽肉と茄子のラグー トマトソース

1 4 00

Carbonara, truffle aroma
トリュフの香るカルボナーラ

1500

blue crab, tomato cream sauce
渡りガニのトマトクリーム

1380

mixed grain risotto with squash and gorgonzola
カボチャとゴルゴンゾーラの五穀米リゾット

1200

スタッフ望月のおすすめの一品

贅沢な一品

オマール海老のダシでコクをプラス

カボチャの甘みとゴルゴンゾーラの塩っ気で旨さ相乗

Maindish

a sk

today's recommendation
本日のおすすめパスタ
※メインディッシュのご用意にはオーダーを頂いてからお時間がかかります。お決まりの際にはお早めにご注文をお申し付け下さい。

‘kuroge wagyu’ beef sirloin steak
黒毛和牛サーロインステーキ

20 0 g /

4 000

black angus beef t-bone steak
ブラックアンガス牛 Ｔボーンステーキ

450g /

5000

300g /

4 800

‘kuroge wagyu’ Beef Hanburg Steak
黒毛和牛の手ごねハンバーグステーキ

300g /

2500

U.S. Beef bavette steak
ＵＳ産 ビーフハラミステーキ

20 0 g /

1680

U.S. Beef Short Rib steak
ＵＳ産 骨付きカルビステーキ

20 0 g /

1 4 50

from mie, ‘matsuzaka pork’ roti
三重県産 松坂ポークロースのロティ

20 0 g /

1 7 50

roast ‘kyoto tanba kuro-dori’ chicken
京都府丹波の黒どりのハーフカットロースト

700g /

2800

おすすめ！！秀逸のおいしさ

サーロインとフィレ肉を同時に楽しめます

hokkaido ‘Toyonishi’ Beef Sirloin Steak
北海道十勝より 豊西牛のサーロインステーキ

20 0 g /

3250

赤身が柔らかく美味しいと大絶賛

黒毛和牛１００％

脂身のない赤身のヘルシーお肉

とてもお得な価格でご提供

肉質はきめ細やかでとても柔らかく、脂身は甘みがあります

旨味が濃厚な黒どりの胸 & もも肉の両方を味わえます

coconut brulee and pineapple icecream
ココナッツのブリュレとパイナップルアイス

600

Dessert

white chocolate mousse and mango jerry
ホワイトチョコのムースとマンゴージュレ

7 00

ice cream / sherbet of the day
季節のアイスセレクション

brownie, murshmallow, chocolate icecream sundae
ブラウニーとマシュマロ、チョコレートアイスのサンデー 650

dessert platter
デザートの盛り合わせ

500
1 4 00

