
❸CARNITAS
カルニタス（オレンジマリネした豚肩ロースの柔らかラード煮込み。ホットソースで）

❷POLLO
ポヨ（スパイスマリネしてソテーしたチキン。ホットソースで）

❶CARNE ASADA （+¥100）
カルネアサダ（細かくカットしたビーフステーキ。ホットソースで）

Your choice of protein n’ smothered w/cheese in a golden tortilla blanket!

タコスウェイのとろ～りケサディーア

GOOEY QUESADILLAS 

トルティーヤにはさんだお肉と溶ろけたチーズが相性抜群！ワカモレ付き。

¥1200

❷POLLO
ポヨ
（スパイスマリネしてソテーしたチキン。
   ホットソースで）

❶CARNE ASADA （+¥100 ）
カルネアサダ
（細かくカットしたビーフステーキ。
   ホットソースで）

❸AL PASTOR
パストール
（細切り豚肩ロースのソテー。
  トロピカルサルサで）

❹CARNITAS
カルニタス
（オレンジマリネした豚肩ロースの
   柔らかラード煮込み。ホットソースで）

❺LENGUA
レングア
（柔らかく煮込んだ牛タン。
   サルサヴェルデで）

❻VEGGIES（−¥100）
ベジーズ

Jaw dropping homemade protein choice, Mexican rice, refried beans, guac and cheese. 
What more can you ask for!?

アルチメートブリート LAスタイル

LA STYLE ULTIMATE BURRITOS

顎も外れちゃうLA 仕込みの美味しさ！お好きな具とメキシカンライス、リフライドビーンズ、
チーズ、ワカモレ、サワークリーム、オニオン、パクチー、トマトで具沢山！

¥780
TOKYO size

¥1100
 L.A. size

A mountain of fresh veggies w/your favorite protein on a pippin’ hot iron skillet. 
comes w/guac & sour cream.Be ready for a �amin’ surprise!

ファヒータ ボルケーノスタイル
( トルティーヤ 4 ピース  または  メキシカンライス＆リフライドビーンズ付き )

w/Tortilla(4pcs) or Our homemade Mexican rice & refried beans.
SIZZLING SKILLET FAJITAS 

熱々の鉄板にお肉と山盛り野菜 !トルティーヤに包んでお楽しみ下さい。ワカモレとサワークリーム添え。

Beef 130g
ビーフ 130g

¥1680 Chicken 150g
チキン 150g

¥1480 Shrimp  10p
シュリンプ 10p

¥1680

Mix n’ Match
... choose 2 proteins from above
ハーフ＆ハーフ（ビーフ、シュリンプ、チキンから２種類）

¥1680

1 pcs
¥330

1 pcs
¥520

A crispy �our tostada layered with Mexican rice, refried 

beans, topped with shredded lettuce, cheese, sour cream, 

corn, pico de gallo, fresh guac & your choice of protein.

ALL
¥880

I'm in LOVE
Your choice of  protein.

ストリート・タコス
何はともあれまずタコス！気軽につまめる 4.5 インチサイズ、お好きな具を選んでどうぞ！

❶POKE（+¥100）
マグロのポキ（柚子胡椒とポン酢のさっぱり和風テイスト）

❻LENGUA
レングア（柔らかく煮込んだ牛タン。サルサヴェルデで）

❺CARNITAS
カルニタス（オレンジマリネした豚肩ロースの柔らかラード煮込み。ホットソースで）

❸POLLO
ポヨ（スパイスマリネしてソテーしたチキン。ホットソースで）

❷CARNE ASADA （+¥100）
カルネアサダ（細かくカットしたビーフステーキ。ホットソースで）

❹AL PASTOR
パストール（細切り豚肩ロースのソテー。トロピカルサルサで）

Line caught white �sh golden fried to perfection w/a delectable mayo sauce. One bite & your hooked!
❼THE BAJAWAY（+¥100）

ザ・バハウェイ（白身魚のフライにマヨネーズベースソース。LAの本店で大人気！）

STREET TACOS

パリッと焼き上げたトルティーヤにお好きなお肉をサンド、チーズをトッピングした Tacos Wayオリジナル！

ザ・タコスウェイ

❺LENGUA
レングア（柔らかく煮込んだ牛タン。サルサヴェルデで）

❹CARNITAS
カルニタス（オレンジマリネした豚肩ロースの柔らかラード煮込み。ホットソースで）

❷POLLO
ポヨ（スパイスマリネしてソテーしたチキン。ホットソースで）

❶CARNE ASADA （+¥100）
カルネアサダ（細かくカットしたビーフステーキ。ホットソースで）

❸AL PASTOR
パストール（細切り豚肩ロースのソテー。トロピカルサルサで）

Your choice of protein w/cheese, guac n’ our original sauce.
Sandwiched by tortillas golden fried to perfection. 

THE TACOSWAY

パリッと揚げたトルティーヤの器の中に、メキシカンライス、リフライドビーンズ、レタス、オニオン、ワカモレ。お好みのお肉でどうぞ！

TW Tostada Bowl
TWトスタダボール

❷POLLO
ポヨ（スパイスマリネしてソテーしたチキン。ホットソースで）

❶CARNE ASADA （+¥100）
カルネアサダ（細かくカットしたビーフステーキ。ホットソースで）

❸CARNITAS
カルニタス（オレンジマリネした豚肩ロースの柔らかラード煮込み。ホットソースで）

TOSTADAS & LEAN n’ GREEN SALADS

タコスウェイのメニューはテイクアウトOK!DINE IN or get it TO GO!

サルサヴェルデとチーズを
たっぷりかけた「ウェット」スタイル もおすすめ！

Wanna make it ‘WET’!? +¥100

（一部を除く）



FROZEN MARGARITAS
フローズンマルガリータ

フローズンハウスマルガリータ
FROZEN HOUSE MARGARITA

¥900

季節のフローズンマルガリータ
FROZEN SEASONAL SPECIAL

¥1100

DA’ PARTY PITCHERS
パーティーピッチャー

フローズンマルガリータ
FROZEN MARGARITA

¥3500~

アミーゴモヒート
AMIGO MOJITO

¥3500

Bang for

      
your b

uck!

SIGNATURE DRINKS
ハウススペシャル

…クラマト・ビール・シャモイミチェway
THE MICHEWAY

¥1500

…トマト・焼酎・ホッピーホッピway
THE HOPPYWAY ¥1100

¥500
Fried Avocado Bites n’
Onion Rings
アボカド＆オニオンフリット

¥720Pescado n’ Chips
フィッシュ＆チップス

¥500
Sweet Fried Pickles
スイートフライドピクルス

¥680
4 Cheese Quesadilla
クアトロチーズケサディーヤ

Tacosway Hot Wings
Tacoswayホットウイング 

Our Mexican twist on a 

classic favorite served 

TACOSWAY TOKYO style!

DA’  STARTERS

¥720

Plump Shrimp Ajillo
海老のアヒージョ

¥720

Lengua n’ 
Mushroom Ajillo
牛タンときのこのアヒージョ

¥1180

Zesty Cocktail Shrimp
ピリ辛カクテルシュリンプ

¥980

Octopus n’ Avocado Ceviche
水タコとアボカドのセビーチェ

Tuna n’ Avocado Poke
マグロとアボカドのポキ

¥980
¥880

Guac n’ Chips
ワカモレとチップス

¥1280

THE PAPASWAY Our Infamous Carne Asada Fries
アサダフライドポテト

¥500

Chorizo Wrap ‘Salad Way’
サラダウェイ

¥620

¥500

Grilled Cheese Corn
グリルチーズコーン

¥720

Lamb Meatballs
w/ Tropical Salsa
ラムミートボール  トロピカルサルサ添え

ハウススペシャルマルガリータ

HOUSE SPECIALITY
MARGARITAS

¥600マルガリータ
HOUSE MARGARITA

¥700ほか各種オリジナルマルガリータ
other ORIGINAL MARGARITAS

DRINKS

’

6p ¥680
8p ¥980

10p ¥1100

Tender octopus, ripe tomatoes & cilantro 

marinated in lime juice & olive oil atop a 

bed of fresh avocados!

Straight from the �sh market! Fresh tuna, yuzu pepper, 

onions,edamame, marinated in a special blend of japanese sauces 

w/ a hint of jalapeno! A zesty & refreshing balance!

GUAC N' CHIPS Prepared just the way you 

like it — Our "GUAC" fresh avocados, 

spicy chiles and a special blend of herbs 

and spices.

A mound of our freshly �red 
homemade chips w/ homemade 

chili con carne, mixed cheese, 
refried beans topped w/ jalapeños,

 tomatoes, green onions, sour cream and guac! 

What more do you want !?

its an LA thang! Juicy carne asada strips w/ guac, salsa, 

sour cream & cheese on a mountain of fries. ...Nuff'said !

Our infamous homemade chorizo! Goes 

great w/ your favorite cerveza !

Creamy n’ Dreamy...

& Extremely addictive!
our original Jalapeño Poppers w/ a 

LA twist! Jalapeños packed w/sour 

cream & cheese!
Take a bite on the WILD SIDE!

¥750

No "BS" Skillet Nachos
鉄板だ YO!ナチョス

3p ¥620
6p ¥1100
8p ¥1400

Creamy Dreamy Hummus
ひよこ豆のディップ「フムス」  
トルティーヤ付き

El Diablo Popped Me!
悪魔にヤラレタ！LAハラペニョーポッパー


