
ceviche de pulpo y naranja 
octpus and orange cevich
タコのオレンジセビーチェ
フレッシュなオレンジの果肉とタコを
合わせた甘酸っぱいセビーチェ

Quesadilla de queso
cheese quesadilla
チーズ・ケサディア
３種のチーズとくるみを
トルティーヤで挟み焼き上げました

Camarones al Ajillo
shrimp ajillo
海老とマッシュルームのアヒージョ
海老をチポトレでマリネしてマッシュ
ルームと一緒にオイル煮にしました

Sopa de verduras y pavo  
soup of vegetables and turkey
阿岸の七面鳥と野菜のスープ

こだわりの生産者から届く七面鳥を使い、

たっぷりの野菜の優しく味わい深いスープ。

SMALL 750 REGULAR 1400

mezcla queso y jalapeño nachos
mixed cheese & Jalapeño nachos 

４種のチーズと
ハラペーニョのナチョス

チーズとハラペーニョ、ハチミツの絶妙な組み合わせ！

SMALL 650 REGULAR 1000

Quesadilla de camarón
shrimp quesadilla
シュリンプ・ケサディア
海老とチーズを挟みアツアツに
焼き上げました！

classicos nachos classic nachos
クラシックナチョス

チップスにサルサやチーズをのせて焼いた
メキシカン定番のスナック・アペタイザー！

SMALL 600 REGULAR 950

Cecina semi-dried beef jerky
セシーナ

おすすめ！自家製のセミドライ
ビーフジャーキー

600

Chorizo mexicano
mexican chorizo sausage
メキシカン・チョリソー
おすすめ！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

chile con carne
chili con carne
チリコンカルネ
メキシカンの定番！じっくりと時間をかけて、
しっとりと味わい深く仕上げた豆の煮込み。

papas fritas
french fries

揚げたて！フライドポテト
オリジナル・チポトレディップ
ピリ辛ディップにつけてどうぞ！

600

POLLO ala de buffalo
buffalo chicken wing
バッファロー・チキンウィング
ブルーチーズソース追加 blue cheese sauce +¥100 

Buñuelo Jalapeño fried jalapeño
ハラペーニョフリット
辛いけど美味しい！チーズを詰めた
ハラペーニョを丸ごとフリットに。

Pulpo a la Marinera
braised octopus
タコの漁師風
たこを辛味のあるトマトソースで
じっくりと煮込みました。

ensalada de papas
spicy potato salad
スパイシーポテトサラダ
チレを入れてメキシカンアレンジの
ピリ辛ポテトサラダ

Tortillas トルティーヤ[6P]

chips y salsa salsa and chips  サルサ&チップス

Jalapeño ハラペーニョ・スライス

pan de SHIBUICHI BAKERY
SHIBUichi Bakery Bread bread
渋イチベーカリーのパン

fruto picante spicy nuts
スパイシーナッツ

Pepinillos  a la Mexicana mexican pickles
メキシカンピクルス

salsa habanero
激辛！サルサ・ハバネロ

PLATILLOS ALL ¥500

Small 
Platillos
¥300

CHICHARRON チチャロン
豚の皮を揚げたメキシカンスナック！

marinado salmón Y
Quinoa y salpicon
marinated smoked salmon, quinoa and salpicon
自家製スモークサーモン
キヌアとサルピコンのマリネ
ハラペーニョとライムのドレッシングでさっぱりと

OUR FAVORITO

GUACAMOLE FRESCO
名物！ワカモレ・フレスコ
ワカモレワゴンがやってきて目の前で作る
アボカドディップ、フレッシュワカモレ！
REGULAR 950    LARGE 1400 

GUACAMOLE 3TasTing platE  1650 
ワカモレ・3テイスティング・プレート
キャラクターの違う3種のワカモレが楽しめるワカモレ・テイスティングプレート！

Croqueta de Frijol
beans croquette with jalapeño dip
クロケッタ・デ・フリホール
ピリ辛のクリーミーハラペーニョサルサで
ディップするインゲン豆のコロッケ！

目の前で作るワカモレフレスコと
３種のアレンジが楽しめるテイスティングプレートをご用意！

GUACAMOLE

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. 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。 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. 

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。We use domestically produced rice. 当店は国産米を使用しています。

低温圧搾抽出法油
トランス脂肪酸ゼロ
ZERO Trans Fat Oil

天然由来の塩
Natural Salt

オーガニック砂糖
Organic Sugar

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

aguachile verde
de camaron
赤海老のアグアチレ・ヴェルデ
グリーントマトとハラペーニョの
さっぱりとしたサルサで。

Elote frito fried baby corn
ヤングコーンのフリット エローテ風
さっくり揚げたヤングコーンのフリットに
爽やかなクリームチーズのサルサをたっぷり
つけて召し上がれ！

ENCHILADAS DE BERENJENA
eggplant enchilada
茄子のエンチラーダ
茄子をトルティーヤに見立てスパイスの効いた
牛ひき肉を包みました。
たっぷりのチーズと焼き上げます。

▶crispy bacon, chicharron & fresh cheese
クリスピーベーコン・チチャロン・フレッシュチーズ 
▶JONAH crab, blue cheese, radish & Fresh Jalapeño
ジョナクラブ[蟹]・ブルーチーズ・ラディッシュ・フレッシュ・ハラペーニョ
▶Cecina[mexican beef jerky], red onion pickles & coriander
セシーナ[ビーフジャーキー]・赤玉ねぎピクルス・コリアンダー



Tortillas [6P] +¥100  メインディッシュには +100円でトルティーヤ[6枚]をおつけできます。

MAIN DISH

brulee with pistachio ice cream 500
濃厚クレームブリュレ ピスタチオアイス添え
表面をカリカリに仕上げたクレームブリュレ

ENSALADA

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。トルティーヤで巻いてお召し上がり下さい！

SOUR CREAM サワークリーム
HABANERO HOT SAUCE 激辛ハバネロソース

FAJITA TOPPING
+¥300

FAJITA
ファヒータ

TORTILLAS
トルティーヤ[6P]

Salsa
サルサ３種ファヒータには、

トルティーヤ・サルサが
ついてきます。

FAJITA

Mezcla  mixed fajita     3200
ミックス・ファヒータ
Choose two fajitas from the list above
お好きなファヒータを2種類お選びください。

Ensalada “TACO” verde　green taco salad  グリーン”タコ”サラダ サクサクに揚げたコーントルティーヤがアクセントのシンプルなグリーンサラダ    650

Ensalada Nopal y col rizada　cactus & kale salad ウチワサボテンとケールのサラダ メキシコでは定番のサボテンを使ったさっぱりとしたサラダ     750

ensalada cesar  smoked chicken & avocado caesar salad スモークチキンとアボカドのシーザーサラダ 定番シーザーサラダに香ばしいスモークチキンとアボカドを乗せて 1000

ensalada cobb cobb salad     具沢山！コブサラダ メキシカンの定番！バリエーション豊かな具をたっぷり盛りつけました。   1200

salsa roja　サルサロハ
salsa velde　サルサヴェルデ
salsa mexicana　サルサメヒカーナ

burrito de pollo al chipotle chipotle chicken burrito  1100
チポトレ・チキン・ブリトー
大判のトルティーヤにピリ辛チキンと15種の具材を巻いて焼き上げました

Enchiladas de mariscos  seafood enchilada                             1200
4種のシーフードのエンチラーダ・マリスコス
海老、イカ、ホタテ、ムール貝を使った贅沢なメキシコスタイルのグラタン

asado burritos tazón 1500
roasted burritos bowl  
ロースト・ブリトーボウル
トマトで炊き上げたメキシカンライスにチョリソーやチーズなど

具材たっぷり！熱々のボウルで混ぜてお召し上がりください！

プラス150円で、お好きなサラダをサクサクトルティーヤカップの
トスターダスタイルに変更できます！TOSTADAS CUP +¥150

COCHINITA POLLO PICANTE            1600
激辛！コチニータ・ポヨ・ピカンテ
鶏肉と野菜をたっぷりのハバネロと一緒にグツグツ煮込んだ

まさに辛くて口から火が出る激辛煮込み料理！

DANGER HOT! 辛さ控えめでのご用意はできません!
辛い食べ物が苦手な方はご遠慮ください

Tres leches トレス・レチェス 500
メキシコではお祝いの時に食べられる3種のミルクの濃厚ミルクケーキ

Filete de ternera  beef steak "ICHIBO"        2650
中山牧場 高原黒牛“イチボ”のグリル
広島県中山牧場から届いた国産牛の希少部位”イチボ”を低温調理で

柔らかくジューシーに仕上げました。

モーレソルト、チリソルト、スモークソルトの3種の塩でお楽しみください！

くろうし

POLLO chicken      1800
チキン・ファヒータ

CERDO pork 1700
ハーブ三元豚のファヒータ

RES  beef               2000
ビーフ・ファヒータ

pez espada swordfish 1700
カジキマグロのファヒータ

DESSERT

Helado assorted icecream [vannila, pistacio, mango] 450
グラス・アイスクリーム[3種]
[バニラ・ピスタチオ・マンゴー]

TACOS Alambre de POLLO salsa verde
アランブレ・デ・ポヨ サルサ・ヴェルデ
細切りにしたチキンと野菜、チーズに
さっぱりとしたグリーンのサルサ

Carnitas salsa mojito
ポーク・カルニータス サルサ・モヒート
オレンジで煮込んだポークにミント、
コリアンダーとフルーツを使ったサルサ

Carrillada de res salsa guajillo +¥50
牛ホホ肉のタコス サルサ・ワヒージョ
牛ホホの赤ワイン煮にフレッシュチーズと
ピリ辛サルサのアクセント

ホワイトマサ、イエローマサ、米粉を入れた
オリジナルレシピの自家製トルティーヤで

作るもちもち生地のタコス！

¥380/1PC

ご注文は2PCから
M I N I M U M  O R D E R  2  P I E C E S

pescado frito chipotle tartar
ペスカド・フリット チポトレ・タルタル
サクッと揚げたメカジキにピリッとチポトレを
効かせたタルタル

camarones cajún
salsa mango mexicana
カマロネス・ケイジャン
サルサ・マンゴーメヒカーナ
ケイジャンスパイスでマリネした海老のソテー
マンゴーを入れたフレッシュトマトのサルサで

queso Mozzarella
salsa pico de gallo
ケソ・モッツァレラ サルサ・ピコ・デ・ガヨ
モッツァレラチーズとフリホーレス、
たっぷりのフレッシュ野菜のサルサで

new york cheese cake 550
ニューヨークチーズケーキ 
ホワイトチョコを加え濃厚に仕上げたにチーズケーキ

milanesa de cerdo mexican pork cutlet                 1750
ミラネッサ・デ・セルド メキシカン・ポーク・カツレツ
薄く大きく伸ばした豚肩ロースをサクサクに揚げ、フリホーレスとフレッシュの刻み野菜の

サルサ・ピコデガヨで仕上げました。最後にたっぷりチーズソースをかけて。


