popular & recommended.

TAPAS

すべて 390〜648 円。本日のお気軽タパスはこちら！

COLLECTION

season's special.
mixed nuts
ミックスナッツ

olives
２種オリーブ

pickles
彩り野菜のピクルス

A L L

390

300 yen

grilled big shiitake mushroom
奥出雲産ジャンボ椎茸のグリル

pumpkin and potato salad
南瓜のポテトサラダ

Grilled Avocado
アボカドのグリル

nachos w/ cheese dip
ナチョス チーズディップ添え

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

雲太１号という品種です

女性人気 No.１

自家製ディップが味の決めて

イベリコ豚のドライサラミです

y e n

南瓜の甘みが引き立ちます

オープン以来の人気商品

玉葱が甘〜い

うま〜い

みんな大好き

A L L

grilled vegetables of the day
本日の産直野菜グリル

spanish omelette
スペイン風オムレツ

salmon and japanese ginger Escabeche
秋鮭と秋茗荷のエスカベッシュ

boiled broccoli and whitebait w/garlic oil
ブロッコリーとしらすのガーリックオイル

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

thin bread 'coca', w/ tomato and anchovy
フレッシュトマトとアンチョビのコカ

vinegared and broiled mackerel
炙り〆金華サバ

shrimp and avocado, soy mayonnaise
プリプリ海老とアボカドのソイマヨネーズ和え

内容は日替わりです

玉葱、じゃが芋のシンプル焼きオムレツ

洋風南蛮漬け

ピノノワールとの相性◎

ほどよい脂の乗った宮城県産金華さば

A L L

648
y e n

ビタミンとカルシウム不足を解消

コカ＝スペイン風薄焼きピザです

自家製豆乳マヨネーズでカロリー OFF

540
y e n

grilled small sausage (6p)
こぶーたソーセージのグリル（6ケ）

tomato stewed pork
上州もち豚ばら肉のトマト煮

shrimp and mushroom ajillo
海老とマッシュルームのアヒージョ

Jamón Ibérico
スペイン産生ハム ハモンセラーノ

chicken gizzard and taro ajillo
砂肝と里芋のアヒージョ

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

baked mashed sweet potato, meat sauce and cheese
さつま芋のマッシュポテトとミートソースのチーズ焼き

Mutton and ground beef kabob (2p)
シシケバブ ２ｐ

boar meat pate
いのししのリエット

grilled prawn w/lemon and mint
カリフォルニア風 大海老の串焼き

コロコロしたひとくちソーセージ

パプリカとトマトで柔らかく煮込んだローマ風

アヒージョの定番

イベリコ豚の生ハムです

砂肝の柔らかさにこだわりました

＋300 円でリゾットも

ミートソースとチーズの黄金コンビ

アメリカ産天然いのししバラ肉をリエットに

bread

羊と牛挽肉の串焼き

レモンとミントで食べるのが、カリフォルニア流

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

a.l.t. chopped salad
ALT チョップドサラダ

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

築地直送の鮮魚を日替わりで

broiled ‘wagyu’ beef round
和牛もも肉の炙り

アボガト、レタス、トマト等を角切りにしたサラダ

cheese fondu
熱々チーズフォンデュと角切りバケット

熱々を召し上がれ

foiegras flan
フォアグラの冷製フラン

980

秋を食べるサラダ

seared Norway salmon w/ salmon roe
ノルウェーサーモンの炙り イクラ添え

厚切りにしたサーモンを炙り、香りを添えました

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

1200

980 / half 500

Pasta & Risotto

980

至福の一皿

850 / half 450

duck and mushroom salad, balsamic vinegar dressing
鴨と焼き木の子のサラダ バルサミコドレッシング

1300

和牛の旨味をストレートに堪能できます

regular

Peperoncino w/ oil sirdine and leek
オイルサーディンと九条葱のペペロンチーノ

1200

iberico pork and eggplant tomato sauce
イベリコ豚と秋茄子のトマトソース

1380

5 kinds of mushrooms and bacon, porcini cream sauce
５種木の子とベーコンのポルチーニクリーム

1500

sea urchin tomato cream sauce
生ウニのトマトクリーム

1600

cream risotto w/avocado and prosciutto
アボカドと生ハムのクリームリゾット

1250

オイルサーディンとは、イワシのオイル煮です

1200

prosciutto, jamon iberico and salami
生ハム２種とサラミの盛り合わせ
1280

アラビアータに変更もできます

ハモンセラーノ、プロシュート、イタリアサラミ

イタリアの松茸とも言われる香り高いポルチーニ茸を使用

grilled sausage platter
ソーセージの盛り合わせ

1300

５種類のソーセージ

当店自慢の一品

3 kinds cheese platter
チーズ３種の盛り合わせ

980

１種類だけからもご注文頂けます。

アボカドの旨味を引き出しました

a sk

today's recommendation
本日のおすすめパスタ

Maindish

※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。

a3 grade ‘kuroge wagyu’ beef sirloin steak
A3 ランク 黒毛和牛サーロインステーキ

20 0 g /

4 200

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

a4 grade yamagata Beef round Steak
Ａ４ランク 山形牛もも肉のロティ

20 0 g /

3 4 00

‘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 /

1 7 80

300g /

4 800

20 0 g /

1 7 50

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

黒毛和牛ならではの柔らかく深い味わい

黒毛和牛１００％

脂身のない赤身のヘルシーお肉

hokkaido ohnuma-beef sirloin
北海道大沼牛サーロイン

20 0 g /

3250

肉質は柔らかく深い味わいのが特徴

iwate ‘IWACHU ’ pork roti
岩手県産 岩中豚ロースのロティ

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

Dessert
ice cream / sherbet of the day
季節のアイスセレクション
dessert platter
デザートの盛り合わせ

500
1 4 00

SWEET POTATO TART
安納芋のスウィートポテトタルト

7 00

56% CACAO GATEAUX CHOCOLAT
カカオ５６％のガトーショコラ

600

FRENCH CHEST NUT MOUSSE
フランス産 栗のムース

7 80

