
海の幸のサラダ 小 880 大 1580 

ドレッシング   　　  イタリアン・ごましょうが・シーザー ・  ワサビの自家製ドレッシング

Seafood salad 
ルッコラとパルミジャーノチーズのサラダ　780
Rucola and Parmigianese cheese salad 
小エビのキャロットシーザーサラダ　780
Shrimp carrot Caesar salad
ローストビーフのサラダ　ワサビの自家製ドレッシング　880
Roast beef salad　Homemade wasabi dressing

シェフのおすすめ前菜盛合せ ３種 980
Assorted appetizer recommended

旬魚のカルパッチョ　780
Today's fish carpaccio

パルマ産生ハムと 3 種のチーズの盛合せ 980
Assorted Parma Produced Ham and 3 Types of Cheese

チーズのオムレツ　ラタトゥユ添え 980
Cheese omelette　with ratatuyu

魚介のアヒージョ　バケット付　1000
Seafood Ahijyo

いろんなきのことベーコンのアヒージョ バケット付780
Homemade bacon mushroom ahijyo

　　　　　　　　　　　　　追加カリカリバケット５枚 200



肉汁飛び出る！でぶっちょ生ソーセージのグリル 680
Grilled raw sausage

揚げもの 3 種盛合せ（とりのから揚げ　3こ・ポテトフライ・白身魚のフリット　3こ）  1180
Assorted 3 kinds of fried food　Fried chicken、Frit of white fish and 

Fried potato

じゅーしぃ若鶏の唐揚げ 580
Fried chicken

白身魚のフリット タルタルソース　780
Frit of white fish

細切りポテトフライ ケチャップ添え 480
Fried potato

揚げニョッキ＆揚げ自家製ベーコン　500
Fried gnocchi & fried homemade bacon

丸ごと1 個！カマンベールチーズフライ ベリーソース添え 980
Fried camembert cheese with Belly Sauce

当店ではお通しを出させていただいております 300円

※表示の価格は税抜き価格ですThe price shown is without tax.



Herb Grilled

これはある日のスズキの香草焼きフルサイズです

　　　　　　　本日の旬魚の香草焼 1580～
Grilled today's fish with herbs

本日の旬魚のアクアパッツア1880～
today's fishAquapazzaSteamed shellfish and white wine  
なんのお魚かはおすすめ黒板をご覧くださいませ

ムール貝の白ワイン蒸し　1000
Mussels white wine steamed

デカい！３０ｃｍ近い！？かなぁと思います！ Ebi !
巨大エビフライ 自家製タルタルソース添え1780
Very big fried shrimp



Paella
魚介類のパエリア 1680
　　　　パエリアは調理時間が 

　　　　30 分程かかりますので

　　　　お早めにご注文ください　

Seafood Paella

合鴨のグリルロースト　1580
Roasted duck

国産肉シェフ特製ハンバーグ　900
Domestic meat Hamburg Steak

厚切り！豚肉のグリル 季節のソース ３００ｇ 1380～

Grilled pork 

国産牛肩ロースの1ポンドステーキ　4500
Domestic beef Chuck Eye Roll 1 pound steak 

国産牛赤身グリル溶岩石焼き 旬の野菜を添えて ２００ｇ 2980
Grilled Domestic beef lean meat on lava stone

※グリル料理はどれも ２５～３０分かかります

Each grill dish will take 25-30 minutes



とろふわ卵のオムライス
omelette stuffed with fried rice ,demiglas

sauce
じっくり煮込んだデミグラスソースかなりボリューム

たっぷりです

とろふわ卵とじっくり煮込んで寝かせたデミグラス

ソースははまります

Ｓ 852 Ｍ 1480 メガ 2980

大人のオムライス　980　ディナータイムのみ

ガーリックライスにふわトロたまご　バルサミコソース
Omuraise for adults,Garlic rice, omelets, balsamic sauce

トマトとバジルのマルゲリータのクリスピーピザ 880

 Margherita pizza with tomatoes and basil

パルマ産生ハムとフレッシュレタスのクリスピーピザ 980

 Parma Produced Ham and Fresh Lettuce Crispy Pizza

ゴルゴンゾーラ入り 4 種のチーズのクリスピーピザ 980
Four kinds of cheese crispy pizza



自家製ベーコンのトマトアラビアータスパゲティ 900
Homemade bacon's tomato Arabian spaghetti

たらこのスパゲティ 800 マヨネーズのコクとタラコ！

 Popular Tarako spaghetti is Spaghetti with cod roe sauce.
Tarako is a Japanese delicacy, which is lightly salted cod roe  

パルマ生ハムのカルボナーラスパゲティ 1200
Parma raw ham's carbonara spaghetti with Parma raw ham, cheese, 

egg, cream

ガーリックトースト 350  Garlic toast 

カリカリスライスバケット 200（アヒージョなどにも）Slice bucket

ライス 250 群馬の契約農家のミルキークィーン米  Rice

パン 250 bread



Kids   ＆     Junior ドリンクお替りできます  ♪

6歳までの未就学児のお子様に！

お子様キッズプレート   500

とり唐揚げやハンバーグ・ポテトフライ・デザート・

ドリンク（りんごまたはオレンジ）付
Plates for kids　with friedchicken, Hamburg Steak,Friedpotato, 

Panna cotta and applejuice or Orange juice

小学生以下のお子様に！

ジュニアプレート   750

（ポテトフライ・ライス・ドリンクバー付）

お選びください

ハンバーグ・オムライス

とりの唐揚げ・たらこスパゲティ

ジュニアのドリンク

オレンジ・グレープフルーツ・りんご

ソーダ類（オレンジ・グレープフルーツ・メロン）・ウーロン茶

Plates for junior with friedpotato,rice,softdrink

Please choose hamburg steak, omelette rice, fried chicken or tarako 

spaghetti?



自慢のひとさら！

真鯛の岩塩包み焼

フルサイズ　６０００円（税抜）

ハーフサイズ　３５００円（税抜）

４５分から６０分かかります、

だって岩塩でじっくりと蒸し焼きにしますので・・・・


