DRINK MENU

FOOD MENU

BEER ON TAP

SALADS

● オリジナルビール、ゲストビールを各種ご用意しております。

スタッフまでお気軽にお尋ねください。
See Today‟s Beer List

● ハーブ農園のグリーンサラダ

● ポートベロマッシュルームフライ

Fried Shroom
¥ 960

WINE

●エビとアボカドを添えたシーザーサラダ

¥ 1,260

● Wineは各種ご用意しております。

ワカモレと２種のソースを添えたトルティーヤ
Guacamole

●

● ウイスキー、カクテルは各種ご用意しております。

See the cocktail list

¥ 850
● 真鯛のフィッシュドッグ自家製タルタルソース

¥ 500

● ３種のオリーブ盛り合わせ

served with aioli and pickled chili-cabbage

garlic flavored green soy beans
●岩手高原たまごとグリルドベーコンのサンドウィッチ
● パルミジャーノチップス

¥ 600

¥ 700

Parmesan Crisps

Mixed Olives

シュリンプ
Garlic Shrimp

¥ 650

Seasonal Pickles

premium egg omelet and grilled smoky bacon on English bread

shrimp with sizzling garlic and chili

¥ 1,200

4種のキノコとセミドライトマトのピッツァ
Pizza Funghi e Pomodoro

●

5 types of cheeses from around the world
● トマトジュース

¥ 500

Tomato Juice
●

コーラ
Cola

● ジンジャーエール

骨付上州もち豚のグリル
Grilled “MOCHIBUTA” pork

●

APPETIZERS <HOT>

¥ 500

● とうもろこしのメキシカングリル

¥ 880

Grilled Corn

Oolong Tea

¥ 450

ハラペーニョポッパーズ （4 pieces）
Jalapeno poppers

●

deep-fried jalapeno served with tartar sauce

Tea （Hot or Iced）

¥ 1,800

Carbonado of Beef Short Ribs

¥ 450

エビ、イカ、ホタテと青梗菜 ¥ 1,200

Shanghai Fried Noodles with Seafoods
stir fried noodles with seafood and Chinese vegetables

SWEETS
● ホームメイドクッキーのアイスクリームボール

stewed with homemade amber ale, served with mashed potato

● 1/2羽を使った骨付きフライドチキン

¥ 920

served with smoked chili aioli and lemon

Coffee （Hot or Iced）
● 紅茶 （ホット ・ アイス）

¥ 1,800

¥ 1,800

Fried Chicken
half chicken in spicy batter

¥ 550

● 大山地鶏のグリル

¥ 980

Ice Cream Ball
vanilla, chocolate
● シェイブドアイス(ストロベリー、マンゴー、抹茶)

Fried Calamari

COFFEE & TEA
● コーヒー （ホット ・ アイス）

● 上海風海鮮焼きそば

バニラ、チョコ

Mexican style seasoned whole corn served with fresh lime
● ヤリイカのクリスピースモークチリフリット

NOODLE

charbroiled premium bone-in pork loin, served with seasonal vegetables
●自家製ビールで煮込んだビーフショートリブ

¥ 500

¥ 980

with spicy tomato sauce

our recommended cured meats

Ginger Ale
● ウーロン茶

¥ 1,500

Charcuterie
¥ 500

スパイシーポークミートボール
Spicy Pork Meatballs

●
● シャルキュトリ

¥ 1,600

four kinds of mushroom and semi-dried tomatoes

MAIN DISHES

Cheese Plateau

Apple Juice

PIZZA

¥ 980

sweet homemade pickles
● チーズプラトー

¥ 960

Grilled Bacon & Egg Sandwich

roasted Parmigiano Reggiano
● ガーリック

¥ 500

¥ 1,200

Crispy Fish Tacos

marinated black olives and stuffed green olives
● 季節野菜の自家製ピクルス

¥ 500

crispy fried fish with homemade tartar sauce on „original‟ bread

Garlic Edamame

本日の鮮魚のカルパッチョ季節のヴィネグレット ¥ 1,000
Carpaccio
served with seasonal vinagrette

¥ 680

¥ 1,200

Fish Dog
● 真鯛を使ったクリスピーフィッシュタコス

●

JUICE & SOFTDRINK

● アップルジュース

whole deep-fried portobello mushroom, fresh lettuce and tartar sauce
on small bun

Original mayonnaise, Tomato ketchup, Spicy tomato sauce,
Cheddar cheese sauce, Blue cheese sauce, Honey mustard
● 枝豆のマリネオリエンタルガーリックソース

¥ 990

Shroom Burger

● トリュフ風味のフレンチフライ（ソースを2つ選択下さい）
自家製マヨネーズ、トマトケチャップ、スパイシートマトソース、
チェダーチーズソース、ブルーチーズソース、ハニーマスタード

¥ 880

3 types dips with tortilla tips

スタッフまでお気軽にお尋ねください。

グレープフルーツジュース
Grapefruit Juice

● ポートベロマッシュルームバーガー

Pommes Frites with Truffle Salt (Choose 2 sauces)

OTHERS

●

fried oyster, fresh lettuce and tartar sauce on small bun

Original mayonnaise, Tomato ketchup, Spicy tomato sauce,
Cheddar cheese sauce, Blue cheese sauce, Honey mustard

APPETIZERS <COLD>

オレンジジュース
Orange Juice

¥ 800

Pommes Frites (Choose 2 sauces)

fresh greens with original caesar dressing, grilled Shrimp and avocado

スタッフまでお気軽にお尋ねください。
See the wine list

●

● フレンチフライ （ソースを２つ選択下さい）
自家製マヨネーズ、トマトケチャップ、スパイシートマトソース、
チェダーチーズソース、ブルーチーズソース、ハニーマスタード

Caesar Cardini's Salad with Shrimp

広島産大粒カキのminiオイスターバーガー ¥ 1,000
(2pieces)
Oyster Burger

●

whole deep-fried portobello mushroom

House Salad
fresh seasonal vegetables with herb and lemon dressing

BURGERS & SANDWICHES

¥ 860

¥ 1,800

Grilled “DAISEN” Chicken

¥ 550

Shaved Ice
strawberry, mango, matcha

Japanese Premium Chicken, served with seasonal vegetables
●本日の魚料理

Today's Fish Plate
catch of the day from fish market - please ask our staff

¥ ask

KIDS
● キッズメニューのご用意もございます。

スタッフまでお気軽にお尋ねください。
Please ask
※価格は全て税抜価格です。

