
Flat bread
フラットブレッド

Chickpea hummus with grilled flat bread 
ひよこ豆のディップ “ハムス”

Prosciutto di San Daniele
プロシュート・ディ・サン・ダニエレ
 
Sauteed polpo and potatoes with garlic, tomatoes and white wine     
タコとジャガイモのガーリックソテー

Zucchini and feta cheese fritter
ズッキーニとフェタチーズのフリッター

Herb marinated grilled shrimp, zucchini and mini tomato brochettes
ハーブでマリネした海老と夏野菜のブロシェット
   
Roasted eggplant stuffed with spicy lamb
served over yogurt sauce, Karniyarik style
ナスとスパイシーラムのロースト“カルヌヤルク”

Chicken tagine with preserved lemons 
and green olives 
“チキンタジン”プリザーブドレモンとオリーブ

Coffee or tea
コーヒー又は紅茶

Flat bread
フラットブレッド

Chickpea hummus with grilled flat bread
ひよこ豆のディップ“ハムス”

Jamon serrano
ハモン・セラーノ

Roasted calamari stuffed with prosciutto,panko and herbs
プロシュートとハーブを詰めたカラマリのロースト 

Moorish grilled beef brochette  
ムーア風牛ハラミのブロシェット

Greek horiatiki salad with feta,Tomato and kalamata olives
フェタチーズとカラマタオリーブのギリシャ風サラダ

Penne with spicy n'duja tomato sauce and Parmesan
ンドュイヤ、パルメザンチーズ、トマトソースのペンネ

Honey marinated grilled mochibuta pork loin with roasted apple 
and halloumi cheese
蜂蜜でマリネしたもち豚のグリル、リンゴとハロウミチーズのロースト

Today's dessert
本日のデザート

Coffee or tea
コーヒー又は紅茶

Flat bread
フラットブレッド

Chickpea hummus with grilled flat bread
ひよこ豆のディップ“ハムス”

Jamon Iberico bellota
ハモン・イベリコ・ベジョータ

Fresh snapper crudo with tomato gazpacho and spicy greens
真鯛のクルド、トマトのガスパチョとセルバチカ

Spicy Moroccan crab cakes with coriander and cumin sauce
モロッコ風スパイシークラブケーキ
 
Grilled house made lamb merguez sausage
with spicy tomato sauce and coriander
自家製ラムソーセージ“メルゲーズ”のグリル
スパイシートマトソース

Kale salad with fresh orange, shaved fennel and crispy prosciutto 
with yogurt dressing
ケール、オレンジ、フェンネル、クリスピープロシュートのサラダ
ヨーグルトドレッシング

Pan-roasted scallops with farro and maitake risotto 
ホタテのロースト、ファロと舞茸のクリームリゾット

Grilled beef sirloin tagliata style with balsamic vinaigrette, 
wild arugula and Padano cheese
サーロインのタリアータ、バルサミコヴィネグレット

Today's dessert 
本日のデザート

Coffee or tea
コーヒー又は紅茶

Menu 4,000 yen / person
"family style menu"

Please make a reservation for party menu. 
Item may change according to market availability.
7000yen separate course is available, please ask our staff.

パーティーメニューをご希望のお客様は前日までにご連絡ください。

お料理は全てシェアスタイルでのご提供になります。

仕入れの都合により内容が変更する場合がございますのでご了承ください。

7000円のセパレートコースのご用意もございます。

Menu 5,000 yen / person
"family style menu"

Menu 6,000 yen / person
"family style menu"



3,000

Wine

CAVA
Mas Oliver, Chamcalet, Panedes, Spain

カヴァ : マス オリヴェル、チャンカレ、スペイン

White & Rose
Casa di Monte, Biancospino, Toscana, Italia '17

カーサ ディ モンテ、 ビアンコスピーノ、 トスカFre ーナ、 イタリア

Bodegas Muga, Muga Blanco, Rioja, Spain '17
ボデガス ムガ、 ムガ ブランコ、 リオハ、 スペイン

Red
El Vinclo, Crianza, La Mancha, Spain '13
エル ヴィンクロ、 クリアンサ、 ラ マンチャ、 スペイン

Marques d’ Almeida, Beira Interior, Portugal '15
マルケス ダルメイダ、 バイラ インテリオール、 ポルトガル

Craft Beer
Pale ale

ペール エール 

Wheat ale
ウィート エール 

Amber ale
アンバー エール

non-alcoholic drinks
Tropical Iced Tea

トロピカル アイスティ

Ginger Ale 
ジンジャーエール

Free Drink

All-you can-drink plans have a 2 hour limit.
フリードリンクのラストオーダーは2時間とさせていただきます。

This plans can be added only to the party menu.
こちらのプランは、パーティーメニューをご注文のお客様に限ります。



 WINE
CAVA

Mas Oliver, Chamcalet, Panedes, Spain
カヴァ : マス オリヴェル、チャンカレ、スペイン

WHITE & ROSE
Papagiannakos, Granatus Rose, Attiki, Greece '17
パパヤナコス、 グラナタス ロゼ 、 アティキ、 ギリシャ

Pazo de Villarei, Albarino, Rias Baixas, Spain '17
パソ デ ヴィジャレイ、 アルバリーニョ、 リアス バイシャス、 スペイン

Casa di Monte, Biancospino, Toscana, Italia '17
カーサ ディ モンテ、 ビアンコスピーノ、 トスカーナ、 イタリア

RED
Cuvee de L'Ange, Batroun Hills, Lebanon '09
キュヴェ ド ランジュ、 バトルゥーン、 レバノン

Tandem, Syrah, Morocco '15
タンデム、 シラー、 モロッコ

Paccamora, Nero d'Avola, Sicilia, Italia '15
パッカモーラ、 ネロ ダヴォラ、 シチリア、 イタリア

Craft Beer & Sangria
Pale ale

ペール エール                            
Wheat ale                                              

ウィート エール                         
Amber ale

アンバー エール
CICADA sangria
シカダ サングリア
White lime sangria

ホワイト ライム サングリア

non-alcoholic drinks
Diamour Muscat (non-alcoholic sparkling ) 
ディアムール マスカット スパークリング

Blood orange
ブラッド オレンジ

Pomegranate 
ザクロ

Tropical Iced Tea
トロピカル アイスティ

Ginger Ale 
ジンジャーエール

Free Drink

4,000

All-you can-drink plans have a 2 hour limit.
フリードリンクのラストオーダーは2時間とさせていただきます。

This plans can be added only to the party menu.
こちらのプランは、パーティーメニューをご注文のお客様に限ります。


