surf

SALAD

from the ocean

basic GREEN salad

SNACKS

pickles

自家製ピクルス

300

[税込330]

Green olive 300
グリーンオリーブ

MIXED NUTS

[税込330]

ミックスナッツ

300

rawoyster

[税込330]

生牡蠣

- 本日の入荷生牡蠣

¥ASK

spanish Tapas

smoked swordfish carpacchio

薫製メカジキのカルパッチョ
レモンドレッシング

Recommended

Marinated scotish Salmon

スコティッシュサーモンのマリネ

レモンドレッシングで、さっぱりと仕上げました

600[税込660]
900[税込990]

600[税込660]
900[税込990]

青カビチーズを食べやすいムースに。
相性抜群のはちみつとくるみのバゲットを添えて。

600[税込660]

しっとり仕上げた鶏ハムに旬の芹を

600[税込660]

600[税込660]

こだわり農家さんが作った、糖度が高くて、
甘いフルーツトマトをたっぷり！

seasonal fruit & Burratina

旬のフレッシュフルーツと
とろけるブラッティーナチーズ

水だこのセビーチェ

ハラペーニョとライムで仕上げたピリ辛セビーチェ

Recommended

600[税込660]
900[税込990]

Popcorn chicken

ポップコーン・ピカンテチキン

ビールにぴったり！ひとくちサイズのチキンをカラッと揚げて、辛味ソースでどうぞ！

Sauteed whitebait & cabbage

キャベツと釜揚げしらすのプランチャ

しらすと柔らかくて甘いキャベツを美味しくソテーにしました

プリプリの海老を熱々のピリ辛ガーリックオイルで

900[税込990]

活・小イカのフリット

軽い衣のフリット・自家製タルタルソースとフレッシュレモン

Shrimp gratinado

600[税込660]

小海老のグラティナード
900[税込990]

熱々のスペイングラタン、クリーミーなソースとプリプリの海老で！

garlic Sauteed Gizzard
Anchovy Sauteed
Broccoli with Bottarga

ブロッコリーのアンチョビソテー
カラスミがけ

砂肝のガーリックプランチャ

600[税込660]

たっぷりきのこにトリュフが香る具沢山・イタリアンオムレツ

じっくり煮込んだ牛肉と
甘さが引き出された玉葱のシンプルな煮込み

プライムビーフをグリルして薄切りに！

sword fish cutlet

カジキマグロコトレッタ 焼きトマトのソース
ふわっと柔らかなカジキマグロをカツレツに。

royalporkSalsiccia
霧島高原 純粋黒豚の
ソーセージ・プランチャグリル

600[税込660]

1000 [税込1,100]

herb butter sauteed whelk

ツブ貝のハーブバターソテー

butcher

900[税込990]

肉屋のカジョス

新鮮なホルモンを使った
熱々のスペイン風モツ煮込み

800 [税込880]

シャキシャキのロメインレタスを使った、定番シーザーサラダ

1200 [税込1,320]

イタリアンドレッシング

fish & green salad

燻製カジキマグロとたっぷり野菜のサラダ

Meat appetizer

1200 [税込1,320]

イタリアンドレッシング

cheese

Charcuterie Platter

シャルキトリーの盛合せ
こだわりのハムやサラミの盛合わせ。

3kinds cheese platter

1500 [税込1,650]

3種のチーズプラッター

S / 1350 [
L / 2500 [

熟成具合の良い、チーズとドライフルーツの盛り合わせ

税込1,485]
税込 2,750]

Prosciutto di Parma
24ヶ月熟成 Recommended
プロシュート ディ パルマ

S 900 [税込990]
L 1500 [税込1,650]

PATE DE CAMPAGNE

600 [税込660]

mortadella

600 [税込660]

Salami picante

600 [税込660]

パテドカンパーニュ --- ワインにぴったり！自家製パテ。
モルタデッラ --- 柔らかく優しい味の大判ソーセージ
サラミピカンテ--- ビールにぴったり！辛口サラミ

牛肉のタルタル

Recommended

caesar salad

自家製・薄切りローストビーフのサラダ

鹿児島黒豚で最高峰のロイヤルポークで作った
サルシッチャソーセージ

Callos

Époisses

600 [税込660]

gorgonzola

600 [税込660]

parmigiano reggiano

600 [税込660]

エポワス [クリーミーなウォッシュチーズ]
ゴルゴンゾーラ[定番の青カビチーズ]
パルミジャーノレッジャーノ[コクと旨味のハードチーズ]

bread
渋いちベーカリーのパンを使用しています

baguette

渋いちベーカリーのバゲット

数量限定

1500

300 [税込330]

[税込1,650]

生で食べられる牛肉を
口あたり滑らかな牛肉のタルタルで！

900[税込990]

店内調理では自然由来の素材を使用し、化学的に精製されたものは使用しておりません。

900[税込990]

イベリコ豚・スペアリブ / 2pc

900[税込990]

ミート・カルパッチョ
薄切りの赤身と
1300

ピカンテ・チキンウィング

ピリ辛に仕上げた一口サイズのチキンウイング

牛タンの盛り合わせ
10pc / 600 [税込660]
14pc / 800 [税込880]
18pc / 1000 [税込1100]

化学調味料不使用

meat Carpaccio

1050[税込1155]

肉の旨みを味わえる骨つきスペアリブオリジナルのソースで

Picante Chicken Wings

All CarefullyCookedwith NaturalIngredients.NoProcessedIngredients Anywhere.

数量限定

iberico pork spare ribs

Prime beef Tagliata

プライムビーフのタリアータ

600[税込660]

ルッコラのほろ苦さを楽しめるシンプルなサラダ。レモンを使った自家製ドレッシングで

roast beef salad

スペインで良く食べられるマテ貝をシェリー酒で蒸しあげました

Beef tartare

napoli style beef stew

牛肉と玉ねぎのナポリ風煮込み

ハーブの香りがアクセント

600[税込660]

Mushrooms & truffe italian omerette

マッシュルームとトリュフの
オムレツ ”フリッタータ”

900[税込990]

マテ貝のシェリー蒸し

600[税込660]

600[税込660]
900[税込990]

小海老のピリ辛アヒージョ

800 [税込880]

ルッコラサラダ シトロンドレッシング

ロメインレタスのシーザーサラダ

Sherry Steamed razor clam

Squid Fritto

marinated fruit tomato

フルーツトマトマリネ
ホワイトバルサミコドレッシング

600[税込660]
900[税込990]

Shrimp Ajillo

Chicken Ham & Japanese parsley

鶏ハムと芹のマリネ

Steamed oyster FROM HYOGO
兵庫県産・蒸し牡蠣
450 [税込495]

牡蠣は17:00以降
のご提供となります

プリッとしたツブ貝をハーブが香るバターと一緒に

Gorgonzola mousse

ゴルゴンゾーラムース はちみつ添え

Octopus ceviche

シンプルなグリーンサラダをバルサミコドレッシングで。メインの付け合せとしてもどうぞ。

Arugula salad

Recommended

italian Tapas

600 [税込660]

ベーシック・グリーンサラダ

単
品

Ox tongue 薄切りカルパッチョ・牛タン
raw beef 薄切りカルパッチョ・牛赤身

No MSG on our natural
“UMAMI” dishes

自然製法の塩
Natural Salt

オーガニック砂糖
Organic Sugar

低温圧搾抽出法油
トランス脂肪酸ゼロ
ZERO Trans Fat Oil

πウォーター使用

π Water

[税込1,430]

700 [税込770]
700 [税込770]

We kindly ask you for an additional ¥385 / person as a table charge after 5:00 p.m.,
and 10% late night charge after 10:00 p.m.
17時以降コペルト[席料]をお一人様385円、22時以降深夜料金を10％頂戴しております。

butcher / grill & main

Pizza
H & H is available for 10inch pizzas.

BEEF

10インチピッツァはハーフ＆ハーフに出来ます。

tomato
Margherita
マルゲリータ

1200 [税込1,320]
1700 [税込1,870]

Basil, Mozzarella Cheese, Parmesan Cheese, Tomato Sauce

marinara

1200 [税込1,320]
1700 [税込1,870]

マリナーラ

Tomato Sauce, garlic, basil, Oregano

beefbolognese

自家製ビーフボロネーゼ

1300 [税込1,430]
1800 [税込1,980]

US産・プライム肩ロース

[税込 2,640]

赤身と脂のバランスが良く、
しっかりとした食べ応え。

US産・プライム ザブトン 熟成雲丹のソース

1350 [税込1,485]
1900 [税込2,090]

ディアボラ

Tomato Sauce, Chorizo, Bacon, Onion, Garlic, parmesan cheese

cicinielli

1350 [税込1,485]
1900 [税込2,090]

チチニエッリ

whitebait, garlic, oregano, Tomato Sauce, cheese, basil

bianco/cheese
quattro formaggi
クアトロ・フォルマッジ

1350 [税込1,485]
1900 [税込2,090]

ハラペーニョ & サラミ

1300 [税込1,430]
1800 [税込1,980]

fresh jalapeno, onion, salami picante, cheese

tonno e olive
トンノ・エ・オリーブ

1300 [税込1,430]
1800 [税込1,980]

homemade salsiccia
自家製サルシッチャ

1300 [税込1,430]
1800 [税込1,980]

homemade salsiccia, salami, onion, cheese

▶

たっぷりアサリのパエージャ

アサリの貝ダシの旨味が凝縮した定番パエージャ

shrimp Paella
海老のパエージャ

プリプリの海老をふんだんに使いました！

swim crab Paella
渡りガニのパエージャ

渡り蟹をのダシをそのまま炊き込んだパエージャ

mix meat Paella
肉屋のパエージャ

牛・豚・鶏肉やトリッパなど、色々な肉を使った豪快パエージャ

Oyster peperoncino
真牡蠣のペペロンチーノカラスミかけ

1350 [税込1,485]

bongole Rosso ヴォンゴレ・ロッソ

1250 [税込1,375]

断面がS字型の
ショートパスタ

2450 / 150g

Grilled pork

ハーブ三元豚のジョスパーグリル

アップルジンジャーソース
柔らかなハーブ三元豚を香ばしくグリルしました。

[税込 2,695]

roasted chicken breast
桜姫鳥の胸肉のロースト

Linguine
[リングイネ]
中太・もちもち
ロングパスタ

オーストラリア産・ラムチョップ
2300[税込2,530]
3100[税込3,410]

2300[税込2,530]
3100[税込3,410]

フライドポテト/プレーン

2300[税込2,530]
3100[税込3,410]

1250 [税込1,375]

Swim crab puttanesca
渡り蟹のプッタネスカ

1450 [税込1,595]

Ndujaarrabbiata
ンドゥイヤのアラビアータ

1100 [税込1,210]

Beef Bolognese 自家製ボロネーゼ

1200

[税込1,320]

Tagliatelle carbonala カルボナーラ

[タリアッテレ]
太麺・平打ちロングパスタ

950 / 1pc
[税込1,045]

chitarra
[キタッラ]
断面が四角い
ロングパスタ

SIIDES
Fried Potatoes anchvy フライドポテト/アンチョビ

2450[税込2,695]
3300[税込3,630]

クレマ・カタラーナ 金柑のソース

650 [税込715]

2000 [税込2,200]

Strawberry
crémet d'Anjou

苺のダンジュ フレッシュ苺ソース

650 [税込715]

salmongorgonzolacream
1250 [税込1,375]
スコッティッシュサーモンのゴルゴンゾーラクリーム

骨付きラム肉を香ばしくグリルしました お好きな本数をご注文ください！

Fried Potatoes

crema catalana
kumquat sauce

[税込1,650]

lamb
grilled lamb chop

Octopus and genovese sauce
真だこのジェノベーゼソース

pescatore rosso
贅沢！魚介のペスカトーレ ロッソ

1500 / 250g

chicken
鶏胸肉をしっとりと柔らかくローストしました。

パエリアはご提供に20分ほどお時間を頂戴いたします。 ※当店は国産米を使用しています。

clams Paella

1200 [税込1,320]

tomatocreamsaucewithseaurchin 1450 [税込1,595]
雲丹[うに]のトマトクリームソース

pork

paella

whitebait&seaweed,jalapenobianco 1200 [税込1,320]
しらすと生海苔のハラペーニョ・ビアンコ

Casarecce fresh pomodoro
[カサレッチェ]
フルーツトマトのフレッシュポモドーロ

[税込4,950]

シルキーな赤身のフィレ肉を、
トリュフが香るソースで

Swordfish, olive, basil, tomato, lemon, caper, oregano, cheese

DESSERT

2000 [税込2,200]

1300 [税込1,430]

4500 / 300g

柔らかくて、
脂が甘く、
バランスが良い肉質。

pescatore BIANCO
贅沢！魚介のペスカトーレ ビアンコ

whelk & ooba herb
ツブ貝と大葉の柚子胡椒 和風ソース

[税込 2,530]

沖縄県産・黒毛和牛ロイン

Gorgonzola, Mozzarella, Raclette, parmesan cheese

Jalapeno & salami

2300 / 150g

KUROGE WAGYU Beef loin

w/truffle Madeira Sauce
島根県産・牛フィレ肉 トリュフマデイラソース

[スパゲティ・1.7mm]
イタリア産・最高品質
タンマ社製

[税込 2,640]

柔らかさと、
脂がよくのった食べ応えのある部位

SHIMANE beef fillet

Spaghetti

2400 / 200g

Beef Bolognese, Parmesan Cheese, Montrey Jack Cheese

diavola

生パスタ・厳選した乾麺、
グルテンフリーパスタなど、
各種パスタをご用意しています。
お好きなタイプの麺に変えることもできますのでお気軽にお申し付けください。

bongole bianco ヴォンゴレ・ビアンコ 1250 [税込1,375]

US prime Beef loin 2400 / 200g

US prime Beef Chuck Flap

pasta

1150 [税込1,265]
1200 [税込1,320]

porcini cream ポルチーニクリーム

1350 [税込1,485]

Beef ragout
牛肉ラグー リコッタッチーズのせ

1650 [税込1,815]

shrimp tomato cream
小海老のトマトクリーム

1250 [税込1,375]

spicy cod roe & cream
無添加明太子クリーム

1200 [税込1,320]

Amatriciana
無添加ベーコンのアマトリチャーナ

1200 [税込1,320]

Lobster Tomato sauce
オマール海老のトマトソース

1600 [税込1,760]

squid&Seaurchinpeperoncini
小イカと雲丹[ウニ]のペペロンチーニ

1350 [税込1,485]

Chocolat tart
チョコレートバンク
ショコラタルト

650 [税込715]

600 [税込660]
600 [税込660]

broccoli saute

ブロッコリーソテー

300 [税込330]

Sauteed spinach

ほうれん草のソテー

300 [税込330]

creamy mushed potato

クリーミーマッシュポテト

300 [税込330]

Arugula salad

シンプル・ルッコラサラダ

600 [税込660]

fruit tomato salad

フルーツトマトサラダ

600 [税込660]

squid ink
[イカ墨の練り込みパスタ]

Homemade icecream
PASTA
TOPPING

mozzarella
ricotta CHEESE
BABY SHRIMP
prosciutto

モッツァレラ
リコッタチーズ
小海老
生ハム

200 [税込220]
300 [税込330]
100 [税込110]
300 [税込330]

GlutenfreeFettuccine グルテンフリー玄米フェットチーネ
Gluten Free Fettuccine Availablefor Substitution. Please Ask Us!
すべてのパスタをグルテンフリー玄米フェットチーネに変更できます。

[Vanilla] [バニラ]

自家製アイスクリーム

300 [税込330]

