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冷製オードブル  

[おすすめ] 鶏レバーペースト 

  〜ブルーベリーを添えて〜 

Liver paste of white chicken  

       590 円 

海老とアボカドのブリュスケッタ 

Avocado and shrimp 
650 円 

パルミジャーノのシーザーサラダ 

Caesar salad  
750 円 

Ｌｻｲｽﾞ 950 円 

[おすすめ]7 種野菜とアボカドの彩りサラダ 
The color salad of seven vegetables and avocado 

880 円 

Ｌｻｲｽﾞ 990 円 

サーモンのカルパッチョ 

   〜ミルフィーユ仕立て〜 

Salmon Carpaccio 

980 円 

[おすすめ]〜三陸直送〜牡蠣の香草マリネ 

Original oil marina of Oyster 
890 円 

本日の極上トマトのカプレーゼ 
※季節毎に旬な甘くて美味しいトマトを使用してます 

Caprese of the best Fruit Tomato 

1200 円 

 

 

 

温製オードブル  

[おすすめ] 牛スジ肉のトマト煮込み 
※バケットのご用意もございます。 

Tomato stew of cow stripe meat 
 

690 円 

Ｌｻｲｽﾞ 980 円 

やみつきガーリックシュリンプ 

Garlic  Shrimp 
720 円/４本 

1600 円/10 本 

マッシュポテト＆チーズのオーブン焼き 
Oven roasted dish of Mashed potatoes＆Cheese 

580 円 

山の幸のアヒージョ（きのこ） 

～スペイン風ガーリックオイル煮～ 

※バケット 200 円 フォカッチャ 350 円。 

Mushroom’s garlic oil 

690 円 

海の幸のアヒージョ（シーフード） 

～スペイン風ガーリックオイル煮～ 

※バケット 200 円 フォカッチャ 350 円 

Seafood garlic oil 

690 円 

[おすすめ]海&山の幸のミックスアヒージョ 

～スペイン風ガーリックオイル煮～ 

※バケット 200 円 フォカッチャ 350 円。 

Seafood and Mushroom’s garlic oil 

980 円 

バッファローチキンウイング 

Buffalo Chicken Wing 
750 円/4 本 

980 円/6 本 

 

サイドメニュー  

ドライトマトとオリーブ 
Dry tomato and olive 

550 円 

串刺しピクルスの盛り合わせ 
Pickles 

550 円 

ミックスナッツ 
Mix Nuts 

550 円 

[おすすめ]生ハム&サラミの３種盛り 
Raw ham & Salami 

1780 円 

 

ハモン・セラーノ(スペイン産) 
Jamon Serrano 13 months 

980 円/30g 

コッパ(イタリア産) 

生ハムとサラミの間の食感！ 

豚肉の頭から腰の部分を使用したお肉。 

 

980 円/40g 

 

ミラノサラミ 

お肉の旨味たっぷりな上質サラミ！ 

おつまみのお供に是非♪ 

 

980 円/30g 

 

 チーズ  

芳醇スモークチーズ 

Smoked Cheese 
690 円 

ミモレット 

Mimolette 
690 円 

パルミジャーノレジャーノ 

ParmigiannoReggiano 
690 円 

【盛り合わせ】 

◆3 種のチーズの盛り合わせ 
Piling match of three kinds of cheeses 

 1350 円 

 

 パン  

バケット 
★料理のお供にいかがでしょうか？ 
  

★バケットが合う料理 

 ・牛スジ肉のトマト煮込み 

 ・アヒージョ 

 ・バケツ一杯のムール貝のスープ 

 ・生ハムやチーズの盛り合わせ etc... 
Extra breads 

 200 円/4 枚 

ちいさなホテルブレッド 
Mini  bread 

350 円/2 個 

ふかふかフォカッチャ 
Focaccia 

 350 円/1 個 

くるみブレッド 
Walnuts breed 

 350 円/2 個 

パンの盛り合わせ 
assorted Bread 

 820 円 

上記の商品は数に限りが御座います。予めご了承下さい。 
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ムール貝  

[おすすめ] 

宮城県の三陸海岸から仕入れている 

新鮮な天然のムール貝を使ったワイン蒸しです。 

生きたまま調理しているので他では味わえない 

プリプリした食感を楽しめます！ 

バケツ一杯のムール貝(ベルギー風)  

Full bucket of blue mussels 
 

◆フルサイズ   約 1500g  (約 3０個) 

Full Size 
2980 円 

◆バケツサイズ  約 1000g (約 2０個)  

 bucket Size 
2290 円 

◆ミニバケツサイズ 約 500g (約 10 個)  

Mini bucket Size 
1290 円 

    
 

 ムール貝 TOPPING  

◎上記のムール貝の味をお好みで変えられます 
 ※初めての方はスタンダードの白ワイン蒸しがオススメです！！ 

  ■ムール貝のバタークリーム煮込み    +300 円 

  ■ムール貝のコンソメトマト煮込み    +300 円 

  ■ムール貝のカレー風味煮込み      +300 円 
※天然のムール貝を仕入れているため、季節や天候により身の大きさ

が異なります。 

 

＊ボトルのワインリストは別途ご用意しております。 

スタッフまでお申し付け下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ブラジル生ソーセージ リングイッサ  

[おすすめ] 
ブラジル式ソーセージは燻製していない生のソーセージです。 

焼くと余分な脂が落ちて、旨さとコクが際立ちます。 

「生」だから味わえる、ひとくちごとに溢れる旨味と肉汁。 

まだ出会ったことのない美味しさを是非お試し下さい。 

◆Gaucha ガウッシャ  …18cm 
ブラジル式生ソーセージで１番人気☆ 

極大粗挽きで肉感たっぷり！オススメ！  

Spicy Sausage From Brazil 

 

680 円/1 本 

 

◆Churrasco シュハスコ  …13cｍ  
余分な脂がなくシンプルなリングイッサ。 

Hotter Sausage From Brazil 

 

680 円/1 本 

 

◆Frango フランゴ    …10cm 
南米ではスタンダードな生鶏肉ソーセージです。 

鶏肉好きにはたまらない！ 

ChickenSausage From Brazil 

 

680 円/2 本 

 

◆Especial エスペシャル …8cm 
豚肉をベースにしたオニオンをトッピング。 

玉ねぎの甘みがあるマイルドなソーセージです！！ 

Onion Sausage From Brazil 

 

680 円/2 本 

 

◆Toscana トスカーナ   …8cm 
胡椒と塩でシンプルに仕上げたソーセージ。 

Black pepper sausage 

 

680 円/2 本 

 

◆YUZU＆PEPPER ユズコショウ …5cm 
柚子胡椒が効いた日本向けのショートソーセージ。 

YUZU＆PEPPER LINGICA 

680 円/4 本 

 

◆【３種盛りＡ】Assorted Sausage Ａ 

・ガウッシャ Gaucha      …1 本 

・フランゴ Frango          …1 本 

・トスカーナ Toscana      …1 本 

1190 円 

◆【3 種盛りＢ】Assorted Sausage Ｂ 

・シュハスコ   Churrasco           …1本 

・エスペシャル Especial        …1本 

・ユズコショウ YUZU＆PEPPER   …2 本 

1190 円 

◆【全部盛り】All mix Sausage 

・ガウッシャ Gaucha        …1本 

・シュハスコ   Churrasco          …1 本 

・フランゴ Frango          …1本 

・トスカーナ Toscana           …1 本 

・エスペシャル Especial        …1 本 

・ユズコショウ YUZU＆PEPPER   …2本 
 

2200 円 

  

 

  



 

3 
 

 

パスタ  

蟹のトマトクリームパスタ 

Crab with Tomato Cream Pasta 
1290 円 

茄子のピリ辛アラビアータ 

Peppery Eggplant Arrabbiatat 
1080 円 

厚切りベーコンのカルボナーラ 

Carbonara with sliced bacons 
1180 円 

昔ながらのペペロンチーニ 

Aglio Olio  Peperoncino 
1080 円 

牡蠣とほうれん草のクリームパスタ 

Oyster&Spinach Cream Pasta 
1490 円 

プラス 200 円で生パスタにできます♪ 

L サイズ(3～4人前)もご用意しております。 

L サイズは各種プラス 900 円 

 

 リゾット  

濃厚チーズのリゾット〜生ハム包み〜 

Cheese risotto with Raw ham 
1550 円 

魚介のトマトリゾット 

Sea food and fresh tomatos risotto 
1090 円 

L サイズ(3～4 人前)もご用意しております。 

各種プラス 900 円 

 

 ライス  

自家製キーマカレー 

Original curry 
950 円 

タイ風丼の『ガパオ』 

Thailand style『GAPAO』 
950 円 

NY 発！チキンオーバーライス 

Chicken over rice 
950 円 

お肉料理 

鶏もも肉の香草グリル 

Grill Chicken 
1180 円 

１ポンド牛肉のステーキ 

  〜肉厚ブラックアンガス牛〜 

Black Angus Steak １lb  

2980 円 

 

 

 

 

 

デザート 

自家製チーズケーキのベリーベリー 

Homemade Cheese Cake with Berry Berry 
650 円 

自家製ガトーショコラとバニラアイス 

Gateau Chocolat with Black Sesame Ice 
690 円 

カルーアのアフォガード 

Kahlua Affogato 
650 円 

ｵｽｽﾒ♪ワッフル＆林檎のバニラアイス添え 

Waffle＆cooking apple with Vanilla Ice 
780 円 

ふわふわパンケーキのメイプルオーブン焼き 

－バニラアイスとベリーを添えて－ 
Pancake with Vanila Ice and Baked Apple  

1000 円 

極上マスカルポーネのティラミス【数量限定】 

Tiramisu 
950 円 

ミラクルフルーツの奇跡体験(２名分) 
【効果には個人差がございます】 

Miracle Fruit Exeperience 

1200 円 

 

        
 

 

  

 

 


