焼いて旨みを凝縮したチェリートマト、
グリーン
焼いて旨みを凝縮したチェリートマト、
グリーン
トマトを使い、
メキシコ直輸入の石臼[モルカヘーテ]で、
トマトを使い、
メキシコ直輸入の石臼[モルカヘーテ]で、
目の前で仕上げるフレッシュなサルサ。
目の前で仕上げるフレッシュなサルサ。

NACHOS

モルカヘーテ・サルサ・フレスカ

GUACAMOLE

SALSA FRESCA

salsa fresca

guacamole Fresco

名物！フレッシュ・ワカモレ

まずはこれ！テーブルサイドで仕上げるワカモレは、
まずはこれ！テーブルサイドで仕上げるワカモレは、
ハラペーニョ、
トマト、
玉ねぎ、
コリアンダーを
ハラペーニョ、
トマト、
玉ねぎ、
コリアンダーを
目の前で混ぜ合わせて仕上げます。
目の前で混ぜ合わせて仕上げます。

950
950

BBQ BEEF NACHOS

CLASSIC NACHOS

BBQビーフ・ナチョス

クラシック・ナチョス

自家製チリコンカルネ、サルサ、ワカモレ、
ハラペーニョチーズソースに、サワークリーム！

S 600 L 950

950
950

柔らかい肉質の希少なビーフブリスケットの
BBQナチョス！チーズ、サルサ、温泉卵を落とした
一度食べたら病みつきのナチョス！

1200

CHEF’S RECOMMENDED!
Salmon and Persimmon Aguachile 950

tequila Sauteed scampi 1800

ライムの酸味とチレの辛味がたまらない！

大振りで身もたっぷりの鬼手長海老を
チレアルボルとテキーラを効かせて
香ばしくソテーしました！

鬼手長海老のテキーラソテー

エリザベスサーモンと柿のアグアチレ
メキシコでおなじみのサーモンのさっぱりマリネ！

menudo

2PC 750

CRAB AND IKURA tostada

M

メヌード

蟹とイクラのトスターダ ハラペーニョサルサ

900

L 1300

トリッパ・牛タン・マルチョウを

パリパリに焼いたトルティーヤに贅沢にカニとイクラを乗せた前菜！

チレ・ワヒージョと煮込んだ
メキシカン辛味モツ煮込みスープ

mexican pork ribs
メキシカン・ポークリブ

850

queso FUNDIDO

1900

ケソ・フンディード

メキシコのチーズフォンデュ、ケソフンディード！
モルカヘテにチョリソーと野菜を入れてアツアツの
自家製チーズソースを目の前で流し入れて仕上げます！
トルティーヤで包んでお召し上がりください！

おすすめ！特製スパイスに
漬け込んだ骨付きスペアリブ。

PLATILLO ALL ¥ 500
Ceviche de Pulpo y Naranja

nopales en escabeche

queso ricotta

タコとオレンジのセヴィーチェ

サボテンと赤イカのマリネ

銀座ナブッコリコッタチーズ

orange and octopus ceviche

タコと甘酸っぱいオレンジをアヒアマリージョ

ドレッシングでさっぱり仕上げた海辺のリゾートスタイル。

ricotta cheese with mixed dried fruit

marinated squid and cactus

ミックスドライフルーツのコンポート添え

食用サボテン“ノパーレス と赤イカ、
人参のマリネ
仕上げにピリ辛のワヒージョオイルを！

本年度関東ナチュラルチーズコンテスト入賞の
銀座・Nabuccoで作るリコッタチーズとドライフルーツ

Puré de papa con chipotle
chipotle mashed potatoes

Taquitos de Pollo

パリパリの豚皮チップスを添えたピリ辛マッシュポテト

チキンタキートス

chicken taquitos

チポトレマッシュポテト

チキンの煮込みをコーントルティーヤで巻き、
揚げました。

Brócolis Salteado

sincronizadita de queso

スティックセニョールのソテー
サルサ・ワンカイーナ

チーズケサディア ハチミツ添え

Sautéed Stick Senor

cheese quesadilla

bunuelos de jalapeño jalapeño fritter
ハラペーニョ・フリット

もちもちのトルティーヤにチーズをサンドしました！

brocheta de Pato
duck brochetta

jalapeño fritter “russian roulette” 4PCS ¥1100

Pollo y Hongos al Plancha

一つだけ激辛のハバネロの 大当たり 入り！
ロシアンハラペーニョフリットに！

chicken & mushrooms plancha

鶏せせり、アワビ茸と柿の木茸の
チポトレ・プランチャ

鴨のブロチェッタ

香ばしい鴨の串焼き！ピリ辛のアリッサソースで！

brocheta de Pez espada
swordfish brochetta

カジキマグロとアスパラガスのブロチェッタ
あさりとハラペーニョガーリックバターメヒカーナを合わせた
旨味たっぷりのサルサアルメジアスで

2PC

チーズを詰め込んだハラペーニョのフリット！

黄色唐辛子アヒ・アマリージョを入れたピリ辛チーズソースで

Camarones Y hongos al Ajillo

香ばしくピリ辛に仕上げた熱々の鉄板焼き！

shrimp & oyster mushrooms ajillo

海老とアワビ茸のアヒージョ

buñuelos de congrio conger fritter

海老と香りが強くコリコリ食感のアワビ茸を
山椒とドライチレでピリ辛に！

穴子のフリット

外サクサク、
中ふわふわの穴子のフリット！
ピリ辛のケイジャンマヨネーズとどうぞ！

mexican hot wing

メキシカン・ホットウィング

料理長がミックスをした辛味ソースを絡めたチキンウィング！

Tasajo de res beef jerky
タサホ・デ・レス

オリジナルスパイスでマリネして作った、
ビールにぴったりの自家製ビーフジャーキー

Chorizo Mexicano

pulpo a la marinera

メキシカンチョリソー

イイダコの漁師風

braised octopus

mexican chorizo sausage

タコを辛味のあるトマトソースでじっくりと煮込みました

シナモンとスパイスの香りたっぷりのメキシカンチョリソー

ENSALADAS
GAB SALAD mexican cobb salad

ensalada tostada

ガブサラダ

organic vegetables, chicken ham & soft boiled egg
有機野菜と自家製鶏ハム、温泉卵のトスタダスサラタ

1000

器に見立てたパリパリのトルティーヤカップに
新鮮な有機野菜と鶏ハム、
温泉卵などを詰め込みました！

具沢山！メキシカン・コブサラダ

1200

TACOS
MEXICAN STYLE
「マサ」と呼ばれるトウモロコシの粉を使ったトルティーヤ。
唐辛子や野菜を練り込んでフィリングのバリエーションも豊富に!

メキシコとアメリカの文化がミックスする
バハカリフォルニアスタイル!カリッと揚げた
フリットのフィリングにモチモチのフラワートルティーヤ

450

PEZCADO

swordfish with aji amarillomayonaise

カジキマグロのフリット アヒ・アマリージョマヨネーズ

TACOS ALL STAR
タコス・オールスター

shrimp with chipotle mayonaise

海老のフリット チポトレマヨネーズ

BLUE DEMON
ブルー・デイモン

Ink stewed squid
コウイカのハバネロ墨煮

santo pork & roasted pineapple
サント タコス・アル・パストール

ke Yo
Ma
u

400

Own Tac
!
os

1500

r

picadillo de res beef picadillo
ビーフ・ピカディージョ

450

otoño autumn vegetables
オトーニョ 秋野菜のタコス

450

TACOS
EMPERADOR

タコス・エンペラドールには
こちらが全てセットになります

タコス・エンペラドール

8 TORTILLAS

特製トルティーヤにお好みのフィリングとトッピングを
自分で選んで楽しむ、シェアにおすすめの
手巻きカスタムタコス！

TOPPINGS

4種のトルティーヤ 8P

レタス・アボカド・チーズ・
ハラペーニョ・赤玉ねぎピクルス

[フラワー・ケール・イカ墨・チポトレ]

2800

400

パリパリとしたクリスピーな
食感を楽しめる、ハードシェル
タコスを使ったアメリカンスタイル

牛肉のスパイシーなトマト煮込み

450

camarones

迷ったらまずはこれ！ラスドスカラスのおすすめの
メキシカンスタイル4種のタコスを全て盛り込んだ
オールスターセット！見た目も鮮やか、
食べて美味しい！

AMERICAN STYLE

BAJA STYLE

Fillings

豚肉とローストパイナップル

丁寧に仕込んだ肉や魚介のメインの具材

Pollo Pibil

Pork carnitas

Baja Fish

Chipotle BBq beef

ポーク・カルニタス

ポヨ・ピビル

ultimo dragon

chicken, nopal & cotija cheese

ウルティモ・ドラゴン

400

バハ・フィッシュ

鶏せせり・サボテン・コテハチーズ

canek beef skirt with salsa chipotle
カネック 牛ハラミのソテー サルサ・チポトレ

チポトレBBQビーフ

MIXED Salsas

400

4種のサルサ

BURGER

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Recommended!

bbq brisket Burger

ビーフ・ブリスケットBBQバーガー

1300

FAJITA

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鉄板で焼き上げるシズル感たっぷりのメインディッシュ！ハラペーニョ
バターで炒めた肉と７種の野菜を熱々で！香ばしさと旨味がたっぷり。
焼きたてモチモチのフラワートルティーヤで巻いてお召し上がり下さい！

国産鷄のチキン・ファヒータ

ビーフブリスケット・チポトレBBQソース・グリルドオニオン
レタス・チーズ・ハラペーニョ・コリアンダー・赤玉ねぎピクルス

salsa verde, salsa mexicana, chipotle サルサベルデ・サルサメヒカーナ・チポトレ

pez espada
SMOKY MEXICAN BURGER

スモーキー・メキシカン・バーガー

1800

POLLO chicken

beef brisket, chipotle BBQ suce, grilled onion, lettuce,
cheese, jalapeño, coriander, red onion pickles

1500

1700

swordfish

フィッシュ[カジキマグロ]・ファヒータ

salsa verde, salsa mexicana, chipotle サルサベルデ・サルサメヒカーナ・チポトレ

1700

cerdo herb sangenton pork

beef patty, bacon, cheese, jalapeño, avocado, lettuce,
coriander, red onion pickles, smoked salt

ビーフパテ・ベーコン・チーズ・ハラペーニョ・アボカド・レタス・コリアンダー
赤玉ねぎピクルス・スモークソルト

ハーブ三元豚・ファヒータ

salsa verde, salsa mexicana, chipotle サルサベルデ・サルサメヒカーナ・チポトレ

2000

res beef

ビーフ・ファヒータ

salsa verde, salsa mexicana, chipotle サルサベルデ・サルサメヒカーナ・チポトレ

BURRITO & CHIMICHANGA

上記よりお好きなものをお選びください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BURRITOS

ブリトーは、トルティーヤで牛肉、鶏肉、豆、米などの具を巻いた
北部の料理。特製トルティーヤのモチモチ感が楽しめます。

pollo chicken チキン・ケイジャン
Res beef ビーフ・ピカディージョ

2種
3種

mixed fajita ミックス・ファヒータ

2200
2600

ARROZ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Arroz con pollo al limón

950
1100

アロス・コン・ポヨ アル・リモン

1400

広島県産レモンで炊いたライスと

チポトレジンジャーBBQソースに絡めたチキン！
サッパリ食べられます！

CHIMICHANGAS
トルティーヤにたっぷりのフィリングを詰め、
カラッと揚げたボリューム満点の一皿！

pollo chicken チキン・ケイジャン
Res beef ビーフ・ピカディージョ

Chipotle Beef Jambalaya
チポトレ・ビーフ・ジャンバラヤ

1000
1150

化学調味料不使用
No MSG
on our natural UMAMI dishes.

燻製ハラペーニョでピリ辛に仕上げた、ジューシーな
ビーフステーキに温泉卵を乗せたジャンバラヤ！

低温圧搾抽出法油
トランス脂肪酸ゼロ
ZERO Trans Fat Oil

自然製法の塩
Natural Salt

オーガニック砂糖
Organic Sugar

All carefully cooked with Natural ingredients.No Processed ingredients anywhere. 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。
All prices listed are tax excluded. We kindly ask you for an additional ¥350 / person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
表示価格はすべて税抜き価格です。別途 消費税を頂戴致します。17時以降コペルト[席料]をお一人様350円、
22時以降深夜料金を10％頂戴しております。

1600

