DINNER MENU
15:00 - 22:00
・生牡蠣 1P

550yen

Raw oyster

( カクテルソース・ハーブ・レモン）

三陸産 牡蠣

Oyster

(Chili sauce.Herb.Lemon)

・牡蠣オーブン焼き 1P

550yen

Ovenbake of the oyster

( オリーブオイル・青ねぎ・レモン）
(Olive oil.Leek.Lemon)

前菜 6 点盛り

1550yen

Assortment of 6 appetizers
牡蠣・本日のキッシュ・チョリソーとマッシュポテト
魚介と野菜のカポナータ・ひよこ豆のサラダ・自家製パテ

Oysters.Quiche.Caponata.Chickpea salad.home made pate.Chorisso

海老とアボカドとベビーりーフのサラダ仕立て

フレッシュチーズソース
1300yen

Shrimp,abocado and baby leaf salad

蛸とトマトとアンチョビのイタリアンマリネ

800yen

Italian marinade of octpus,tomato and the anchovy

寒ぶりとフレッシュハーブのプッタネスカ

1900yen

Puttanesca of yellowtail

STAUBで炊く
蛸とマッシュルームと栗の炊き込みご飯

Pilaf of octopus.mushroom and chestnut
生米から作るので 15 分以上時間がかります。

1500yen

Quick
自家製ピクルス
500yen
Homemade pickles

500yen
アンチョビオリーブ
Anchovy olive

生ハム ( プロシュート） 550yen
Uncured ham

オイルサーディン 550yen
Oil sardine

生ハムと
フレッシュモツァレラチーズ 900yen
Uncured ham and mozzarella cheese

パンの盛り合わせ or バケット
350yen
Assoted bread or Bucket
生ハムと自家製パテと
チーズの盛り合わせ 1050yen
Assorted prosciutto and homemade pate

Salad

具だくさんのコブサラダ

Cobb salad

1400yen

自家製ツナとカリカリベーコンのシーザーサラダ

Caesar salad with homemade tuna and bacon

1400yen

白身魚のフリッターとパクチーのアジアンサラダ

Fish fritters and coriander salad

1450yen

旬の魚(カンパチ)と揚げ山芋のサラダ仕立て

生姜ドレッシング
1350yen

Raw ﬁsh(Bonito) and yam salad

蛸のカルパッチョ（ハラペーニョソース）

750yen

Carpaccio of the octopus (Jalapeno sauce)

海老とブロッコリーの
オイルフォンデュ with バケット

1150yen

Oil fondue of shrimp and the broccoli with backet

和牛のたたき フレッシュハーブのせ

1000yen

Seared wagyu and fresh hearb

生チョリソーとポテトのオーブン焼き

800yen

Ovenbake chorizo and potate

ナチョス

900yen

Nachos

Fries

アンチョビポテト
フィッシュ and チップス

700yen

Anchovy potato

Small 850yen

Fish and chips

Large 1250yen

ガーリックポテト

Garlic potato

650yen

Penne
和牛すじのペンネアラビアータ

ゴルゴンゾーラチーズのクリームペンネ 1100yen

1250yen

Penne arrabiata of wagyu line

Cream penne of Gorgonzola

Pasta
大粒あさりたっぷりボンゴレビアンコ 1600yen

Vongole bianco

厚切りベーコンのカルボナーラ

1400yen

carbonara of the thick slice bacon

大盛り＋600yen
Large serving

大盛り＋600yen
Large serving

オイルサーディンのペペロンチーノ

Peperoncino of the oilfd sardines

大盛り＋600yen
Large serving

ズワイガニのトマトクリームパスタ 2250yen

大盛り＋900yen
Large serving

Tomato cream pasta of the snow crab

今日のアボカド和牛ハンバーグ

詳しくはスタッフまで

Todays Japanese beef hamburg steak and Avocado

Hamberg

1200yen

1500yen

Ask to staff.

和牛のハンバーグです。よく焼きたい方はスタッフまでお願いします。

Japanese beef hamburg steak,when want to bake it well;to the staff
ライス or パンの盛り合わせ 350yen

Rice or Assoted bread

Steak rice

Steak

和牛ステーキ with ガーリックライス

Wagyu steak and garlic rice

2000yen

大盛り＋350yen
Large serving

和牛ステーキと季節野菜のグリル

Wagyu steak and grilled seasonal vegetables

120g

2150yen

240g

3500yen

・生牡蠣 1P

550yen

Raw oyster

( カクテルソース・ハーブ・レモン）

三陸産 牡蠣

Oyster

(Chili sauce.Herb.Lemon)

・牡蠣オーブン焼き 1P

550yen

Ovenbake of the oyster

( オリーブオイル・青ねぎ・レモン）
(Olive oil.Leek.Lemon)

前菜 6 点盛り

1550yen

Assortment of 6 appetizers
牡蠣・本日のキッシュ・チョリソーとマッシュポテト
魚介と野菜のカポナータ・ひよこ豆のサラダ・自家製パテ

Oysters.Quiche.Caponata.Chickpea salad.home made pate.Chorisso

KidsMenu ※こちらのメニューはお子様しか頼めません ⬇
This menu is only available for kids.

KIDS 厚切りベーコンカルボナーラ 900yen
Carbonara of the bakon

KIDS ミートソース パスタ 700yen
Meat sauce pasta

フライドポテト

Fried potato

400yen

バニラアイス 350yen
Vanilla ice

キッズドリンク 300yen
Kids Drink

KIDS ハンバーグ 1000yen
Kids Hamburg steak
ライス

100yen
Rice

・オレンジ (Orange)
・パイン (Pineapple)
・コーラ (Cola)

