黒板メニュー

Glass Wine

グラス 泡ｽﾍﾟｲﾝ/ラ・ロスカ ブリュット

爽快優雅なスパークリングから 食具に楽しめる
ほどのポートワインまで各種グラスで楽しんでい
ただけます

気軽に楽しめるスパークリングワイン でもシャ
ンパンと同じ製法・瓶内２次発泡で作られるなか
なかのもの

グラス 白チリ/ヴィスタマール・ブリーザ シャル
ドネ

グラス シェリー/ウイリアムズ＆ハンバート フィ
ノ

フルーティーで輪郭のしっかりしたシャルドネ
超コスパ

￥660 フィノタイプの中でも繊細なマンサニーリャ。
600 一度癖になるとなかなか離れられません
マンサニージャとも発音を

グラス 白米/アイアンストーン ・ヴィンヤーズ
オブセッション・シンフォニー

アメリカ原産のSymphony。桃やパインなどの香
りとちょっと甘めのこのワインは 酸味のあるサ
ラダや魚のマリネや生ハム等塩分の強いものとの
相性が良い

￥770 小さなモッツアレラチーズとアンチョビとトマト
700 を組み合わせたピンチョス

程よい甘さのオロロソ

600

サンテミリオンのグランクリュを有するメゾンが
作るカベルネフラン・メルローからなる エレガ
ントで力強いボルドーワイン

グラス 甘ベルモット・イタリア/アンティカ
フォーミュラ

どこまでも奥の深い甘口酒精強化ワイン。アン
ティカ・フォーミュラはイタリア語で「古代の公
式」の意味。 食後の幸せの一つです

￥770 お漬物のような水菜のマスタード和えは 日本人
700 の心に刺さります こちらはハーフサイズのサン
ドウイッチです

350

￥495
450

ギンナン
殻をむいてから軽く炒ってのご提

￥550
500

ハモンセラーノ （マシンスライス）
（スペイン産生ハム）

￥660

手切りではなく 機械切りです
滑らかな口当たりがマシンスライスの特徴です

600

Tapas

タルタルソースで

2本〜

550

￥825
750

タコのオーブン焼き

ピンチョス ベーコンで巻いたプチトマトグリル
￥770 串焼きです

￥605

小エビのフリット

￥990 タパス・オードブル・つまみ・あて・肴
900 言葉は色々有りますが
お酒といっしょにいっときましょう！！

700

￥385

ハーブのマスタード和えとチーズのサンドウイッチ

￥550 通常の工程で白ワインを作った後、木樽熟成
￥1,980 初冬の風物詩
500 ウィヤージュ、スーティラージュをせずに6年熟
1,800 供です
成 SO2（亜硫酸塩）無添加 60ｃｃ

グラス 赤仏/メニュ・ルージュ・ボルドー

450

枝豆・アンチョビガーリック

￥660 後引く美味さです

グラス 赤フランス/ラブレロワ ボジョレ・ヌー
ボー2022

今年はもう飲みましたか？

￥495
/3本

グラス 黄/ヴァン・ジョーヌ ドメーヌ レ コトー
デュ ヴァル ドゥ ソルヌ2005

グラス 赤ｽﾍﾟｲﾝ/カバネラ・テンプラニーリョ
スペイン原産のテンプラリーニョから造られるワ
イン
力強く馴染みやすいほのかな甘さを持ったワイン
です

ピンチョス・プチカプレーゼ

グラス シェリー/バイレン・ドライ・オロロソ

￥825 ドライとなっていますが
750 です

税込
税別

2022/12/29

￥275 ガーリックと唐辛子の効いたパンチのあるメ
250 ニュー
/1本

￥880
800

黒板メニュー
Plato

マグロとアボガドのタルタル
タルタルの語源はタタール人（モンゴル系遊牧
民）だそうです

税込
税別

2022/12/29

￥880 いわゆるメインディッシュな一皿
800 メインです

イベリコ豚ベジョータ・肩ロース・グリル
肩ロースをじっくり直火焼きです。150〜250g程 ￥1,320
度です
1,200

何皿食べても

/100ｇ

牡蠣オイル

本日のカルパッチョ・マグロ

牡蠣をオイスターソースで炒めてオイル漬けした
物です

￥880 カルパッチョには赤身です（キリッ
800

手羽元・バジルチキン

￥990 和牛のモモ肉を使ったローストビーフです
900 玉ねぎのスライスを添えています

￥880 パルミジャーノチーズとバルサミコソースで

1,200

800

￥1,760 大人気で入手困難になってきたアンガスのヒレで ￥1,650
1,600 す 量り売りになります
1,500

2本

/100ｇ

トリッパ・トマト煮込み

ナス・チーズ グラタン
トリッパは牛の胃

￥1,320

アンガスビーフ・ヒレ・ステーキ （100〜220
ｇ）

本日のカルパッチョ 馬肉

クリスマスっぽくね

冬になると食べたくなります
袋の一つです

和牛ローストビーフ

和牛ランプグリル 100ｇ・220ｇ

￥935 炒めたナスにトマトソースを絡めてチーズをのせ
850 て焼いています

￥880 佐賀県産A5等級 柔らかい赤身肉です
800 くので少々お時間頂きます

塊を焼

￥1,870

1,700

/100ｇ

ムール貝・ガーリックバター・白ワイン蒸し

豚肉とキャベツのオムレツ・とんぺい風
￥990 ソースとマヨネーズで食べる
900 の オムレツです

白ワインのお供です

エスカルゴ バゲット付き
エスカルゴトング

上手に使えますか？

キャベツたっぷり

飛騨牛 ザブトングリル 100ｇ
￥770 A5クククク飛騨牛です ザブトンは肩ロースの中の ￥2,860
700 一部で 希少部位となります
2,600

ラムチョップ・グリル
￥1,650 骨つきラムロース肉をじっくり網焼き
1,500

/6p

イタスパ （2.0ｍｍ太麺）
￥880 板なのかイタリアンなのかルーツは不明ですが
800 日本人が愛して イタリアには無いパスタです

￥880
800

／1本

ハンバーグ チーズトッピング
子供から大人までみんな大好き

手羽元とソーセージのポトフ
￥1,210 寒い夜には
1,100

これ

￥1,210

1,100

トリッパのトマト煮込と
ショートパスタのグラタン

病み付き必須

黒板メニュー
￥1,320
1,200

Sweets
甘いもの

デザート

お菓子・・・

カタラーナ
￥440

冷凍クレームドブリュレ

400

フルーツ・ジェラート 巨峰
バニラアイスクリームに
した。

フルーツを練りこみま

￥440
400

タルトタタン(アップルパイ）
冬のホットデザート！！
温めてのご提供です

￥715
650

2022/12/29

税込
税別

