スインガー

クルード

SWINGER
野菜のピクルス

CRUDE
530

Mixed vegetable pickles

オリーブのレモンオイルマリネ

640

Olives marinated in lemon oil

フライドポテト
（インカ・ルージュのヴィネグレット風味）

750
970

Homemaide oiled sardines

イカのスパイシーフリット

1520

海藻とシラスのサラダ ミネラルドレッシング

1300

Tomato and granola salad

Seaweed & whitebait salad

French fries

自家製 イワシのオイルサーディン

フルーツトマトとグリーントマトのサラダ
ハニーマスタードドレッシング リコッタチーズ添え

1080

炙りロメインレタスのシーザーサラダ
1/4カットスタイル

1520

Roasted Romaine Caesar salad

グレインミックス（穀物）と須永農園のリーフサラダ
レモンドレッシング・セサミソース

1520

Grains and mixed leaf salad with lemon sauce・sesame sauce

Spicy deep fried calamari

へしこ & 北海こがねのポテトサラダ

750

Potato salad topped with Heshiko

ギリシャ風ひよこ豆のフムス ＆ ピタブレッド

750

メイン

1410

秋鮭のケイジャンスパイス焼き
サワークリームのディップ

Greek-style hummus with pita breads
※ピタブレッドは一皿 ¥170 で追加できます。

チーズ盛り合わせ 3種
Cheese board (3 kinds)

自家製パン

220 / 個

Homemade bread
※ヨーグルトバターを¥170 でお付けできます。

MAIN
2180

Cajun spicy grilled salmon with sour cream dip

和豚もちぶた
"WATON-MOCHIBUTA" Pork dish

・肩ロースの炙り

1850

Roasted pork butt

スターター

・スペアリブ ハニーマスタードソース

STARTER
生ハム・サラミ 5種のアソート

1520

Charcuterie bord (5 kinds)

厚切り田舎風パテ

1080

Pâté de campagne

カルパッチョ of the day

1630

Carpaccio of the day

こだわり卵のオープンオムレツ

（ズワイガニと長谷川マッシュルーム）

1300

Premium egg omellette with crab meet & mushrooms

鴨のスモーク

1380

Smoked duck

長谷川マッシュルームのアヒージョ

1740

Spareribs with honey mustard sauce

1080

・自家製粗挽きソーセージ

1740

Grilled homemade sausage

伊達鶏のジャマイカ風ジャークチキン

1850

Jerk Chicken
(Jamaican stayle spicy grilled chicken)

鴨胸肉のロースト BBQソース アボカドのグリル添え

2620

Roasted duck breast & grelled avocado with BBQ sauce

仔牛ロースのサルティンボッカ
シェリーヴィネガーのソース

3280

Veal saltimbocca with sherry vinagrette sauce

本日の牛肉料理

ask

Beef dish of the day

Spanish-style garlic mashroom

イチジク・フェタ・生ハムのコンポジション

1380

Composition with figs, feta & prosciutto

DESSERT

ヌードル / ライス

1580

Spaghetti Puttanesca with saury confit & tomato sauce

和牛のラザーニャ

2070
1520

Chinese steamed rice with vegetables

ココナッツ レッドカレー ヌードル
Thai curried noodle soup

980

イチジクのタルト
ゴルゴンゾーラのグラス

1100

Fig tart with gorgonzola icecream

Lasagna with a minced Wagyu - beef

オリエンタル風おこわ

薩摩芋（シルクスイート）のブリュレケーキ 白餡のアイス
Sweet potato brule cake with white beans paste ice cream

NOODLE / RICE
スパゲティー・プッタネスカ サンマのコンフィー添え

デザート

1190

フロマージュ・ブランのムース
2種のぶどうとワインのジュレ

1050

Fromage blanc mousse with fresh grapes & wine jelly

ミルクチョコのムース
紅茶とキンモクセイのソルベ

1180

Milk chocolate mousse with Ceylon tea & osmanthus sorbet

モンブラン カシスのソース
コーヒーのアイス

Montblanc with coffee ice cream & cassis sauce

▪表記価格は税込み価格となります。 ▪ディナータイムは、表記価格の他にサービス料10%を頂戴いたします。

1280

