
Choose your Drink. DR.PEPPER        ドクターペッパー
Ginger Ale         ジンジャーエール
Iced Tea   　      アイスティー
ORANGE JUICE    オレンジジュース
PINEAPPLE JUICE  パイナップルジュース
PASSIONFRUIT JUICE  パッションフルーツジュース

CoffeE      コーヒー [HOT OR ICED]

MATE Tea     マテ茶 [HOT OR ICED]

Coca-Cola  コカ・コーラ

ランチセットのドリンクはこちらよりお選び下さい。
  マークの付いているドリンクはお代わりができます

DESSERT 250
本日のランチデザート 

FRENCH FRIES 250
フレンチフライ

SIDE MENUS

＋¥300

WEEKLY SMOOTHIE
今週のスムージー

CORONA    コロナ
WINE             ワイン[ 赤・白]
SANGRIA    サングリア

WEEKLY MEXICAN DISH
シェフ特製！

今週のメキシカンディッシュ
Chefが作る限定のメキシカンディッシュ！

詳細はスタッフまで。

1000

タコス追加1P 
Tacos 1P ＋¥250

Make your own!
TACOS EMPERADOR

タコス・エンペラドール
野菜もたっぷりと取れる満足感

たっぷりのタコス！好きなものをはさんで、
オリジナルタコスにカスタマイズ！

1000

トルティーヤ

Chicken FAJITA
国産鶏もも肉のファヒータ
ハラペーニョバターで炒めた鶏肉と
７種の野菜を熱々の鉄板で！

1000

Arroz con pollo al limón
アロス・コン・ポヨ アル・リモン

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！
ボリュームたっぷりでさっぱり食べられます！

1000

Soup 　  スープ

SALAD      サラダ

drink   ドリンク

make
your own!

＋¥200

We skip disposable plastic strawsin consideration of the environment!
環境問題に配慮し、使い捨てプラスチック製ストローは使用いたしません

Free refills
お替わり自由！

drink  ドリンクLunch Combo

B  set＋¥300A  set

quesadilla de hongos
ケサディージャ・デ・オンゴス
ナスと舞茸、柿の木茸、黒あわび茸など

たっぷりのキノコとチーズを
トルティーヤで挟み焼きにしました！

1000

トルティーヤ
Free refills
お替わり自由！

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. Tax will be added to the total.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。 

bbq brisket Burger
ビーフ・ブリスケットBBQバーガー

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

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

1100

MIXED tacos PLATE
2種のタコスプレート
▶Pollo Pibil ポヨ・ピビル
アチョテスパイスマリネ・チキン

▶Camarones Fritos
カマロネス・フリートス
海老のフリット チポトレマヨ

800
TO

PP
IN

G bacon ベーコン 100
cheese チーズ 100
jalapeno ハラペーニョ 100
pickled red onion 100
赤玉ねぎピクルス

guacamole 150
ワカモレ
sour cream 150
サワークリーム
salsa mexicana 150
サルサ・メヒカーナ

ランチセットのドリンクはこちらよりお選び下さい。ドリンクはお代わりができます。
choose your drink

coffee コーヒー [HOT or ICED]

mate tea マテ茶 [HOT or ICED] 

jamaica tea ハマイカティー[HOT or ICED] 

coca-cola コカコーラ
dr.pepper ドクターペッパー
ginger ale ジンジャーエール
Rose elder lemonade ローズ＆エルダーレモネード
berry swichel ベリーベリースウィッチェル
Today’s Fresh Smoothie 本日のフレッシュスムージー

draft beer +300 生ビール
wine +300  ワイン[赤・白]
sangria +300 サングリア [赤・白]

DESSERT ALL 350 yen 

torta de manzana with hazel nuts gelato

トルタ・デ・マンツァーナ
リンゴのタルト ヘーゼルナッツのジェラート添え

pastel de mont blanc 
パステル・デ・モンブラン

＋¥200

drink  ドリンク

C  set
SALAD      サラダ Soup 　  スープ

coconuts tres leches
ココナッツ・トレス・レチェス
3種のミルクのケーキ

flan de butterta morada 
フラン・デ・バタータ・モラーダ
紫芋のプリン

churro with vannila ice cream

チュロス
マンハルキャラメルとバニラアイス添え

LDC TACO SALAD
LDCタコサラダ

低温調理の鶏胸肉のハムとパパイヤ、
サボテンなど具沢山サラダ！

ピリ辛アヒアマリージョドレッシングで。

1000


