
South American

Grilled pineapple brochette 500
焼きパイナップルのブロシェット

APPETIZER Peru-Style Seafood Marinade with mixed ceviche caviar 1,500
ペルー風シーフードマリネ　「セビーチェ・ミクスト」
キャビア添え

SEAFOOD

Nachos ( guacamole, salsa, cheese, sour cream ) 900
ナチョス（グァカモレ、サルサ、チーズ、サワークリーム）

APPETIZER

Sopa de Albondigas Mexican-Style Meat and Tomato Soup 1,000
メキシコ風ミートトマトスープ「ソパ・デ・アルボンディガス」

SOUP

Fried potatoes - "Papas gaucho" seasoned 
with garlic and parsley flavor

900

フライドポテト　ガーリックとパセリ風味の『パパスガウチョ』
※プレーンでもご用意致します。

APPETIZER

Peruvian seafood paella "Arroz con mariscos" 2,800
ペルー風シーフードパエリア「アロス・コン・マリスコス」

SEAFOOD

Lamb brochette "churrasco" with cumin, coriander, 
and chimichurri sauce

3,500

仔羊のブロシェット「シュラスコ」　クミン、コリアンダー、
チミチュリソース

MEAT

Octopus and Potato Mexican Red Ajillo 1,200
タ コ と ジ ャ ガ イ モ の メ キ シ カ ン レ ッ ド ア ヒ ー ジ ュ

APPETIZER
Brazilian barbecue churrasco special 4,800
ブラジリアンバーベキュー シュラスコスペシャル

MEAT

Appetizers
Spanish Raw ham 1,200 
スペイン産生ハム

Chef Recommended Today's appetizer 1,200 
シェフおすすめ　本日のアペタイザー

Jumbo shitake mushrooms topped with egg benedict 1,200 
ジャンボしいたけのエッグベネディクト風

Seared tuna and marinated eggplant 
with balsamico ginger vinaigrette 

1,400 

マグロの炙りと茄子のマリネ　バルサミコジンジャーヴィネグレット

Grilled pâté de campagne with homemade pickles 1,300 
焼きパテドカンパーニュ　自家製ピクルス添え

Fresh Fish Carpaccio with a Spring-Colored Antiboise Sauce of 
Berries and Flavorful Vegetables

1,400 

鮮魚のカルパッチョ　ベリーと香味野菜の春色アンティボワーズソース

Ham and salami assortment 1,800 
ハム＆サラミ盛り合わせ

Three-cheese assortment 1,800 
チーズ盛り合わせ 3 種

Salads
Chef's recommended seasonal vegetable salad 1,500 
ロメインレタスと厚切りベーコンのシーザーサラダ

Albacore tuna and southern france vegetable nice style 
hot salad  with a "Socca" chickpea crepe

1,600 

びんちょうマグロと南仏野菜の温製ニース風サラダ　
ヒヨコ豆のクレープ ｢ソッカ」を添えて

Chef's recommended seasonal vegetable salad 1,600 
シェフおすすめ　旬野菜のサラダ

Assorted hot vegetables of Miura vegetables 1,400 
三浦地野菜・産直野菜の温野菜盛り合わせ

Grains&Maccheroni
Salmon and mushroom fettuchine carbonara berde 1,200 
サーモンと茸のフェットチーネ　カルボナーラ　ベルデ

Today's pasta 1,400 
本日のパスタ

Giardino Fiore Orecchiette 1,400 
オレキエッテ「ジャルディーノ　フィオーレ」

Shrimp and tomato risotto with burdock root frit 1,600 
海老トマトのリゾット　ゴボウのフリット

Steak&Grille
Seafood   ※ソースを以下 4種よりチョイス
* Source choice Picodegayo & balsamico or caribbean spice & grill 
Lemon or burned butter sauce or recommended sauce
ピコデガヨ＆バルサミコ　or カリビアンスパイス＆グリルレモン　or 焦がしバターソース　
or おまかせスタイルで

Domestic white fish of the day 120g 2,200
本日の国産白身魚

Argentinian red prawns 6pice 2,400
アルゼンチン赤海老

Tilefish urokoyaki 120g 2,800
甘鯛　鱗焼き　　　

Canadian lobster 殻付 300g　１piece 2,900
カナダ産オマール海老　

Meat   ※ソースチョイス
Assad style (Chimichu resources & Mild mustard)  or
Caribbean spice butter & Lime or
Fahita style or Recommended sauce
アサードスタイル（チミチュリソース＆マイルドマスタード）　or　カリビアンスパイスバター
＆ライム　or　ファヒータスタイル　or　おすすめソース

Today's meat with the style of leisurely
本日のお肉をおまかせスタイルで

Bone-in Iwai chicken thigh from Iwate Prefecture 350g   2,800
岩手県産いわい鶏骨付もも肉

KyoTamba Highland pork loin 200g 2,800
京丹波高原豚ロース肉

US Outside Skirt 160g 2,900
US 産ハラミ肉

US Black Angus beef sirloin 240g 3,500
US 産ブラックアンガス牛サーロイン 450g 5,800

Aka beef loin from Kumamoto Prefecture 140g 5,500
熊本県産あか牛ロース

Domestic F1 beef fillet 130g 6,500
国産 F １牛フィレ肉

Cheese bread Four pieces 400
ポンデケージョ（ブラジルのチーズパン）4 個

APPETIZER
Tuna and Avocado Ceviche with lime and 
coriander spices

1,300

マグロとアボカドのセビーチェ ライムとコリアンダー風味
SEAFOOD

market price
( スタッフにお尋ねください )

Bread charge ¥500 per person.
テーブルチャージ及びパン代といたしましてお一人様 50 0円を頂戴しております


