
A la carte

¥1200
 

¥700

  

¥1800
  

¥1600

¥1600

¥1800

¥1900

¥1600

¥1900

¥900

Oxomoco Guacamole smoked cherry tomatoes, feta, corn chips

Spicy fried potato"PAPAS"Chipotle mayonnaise

Tuna Tostada, salsa matcha, Guacamole

Shrimp Ceviche Tostada pico,oxomoco hot sauce, cilantro

Beet “Chorizo” crispy potato,avocado, salsa alas brazas

Pork Cheek Carnitas,tomatillo salsa, chicharron

Lamb Barbacoa salsa de cilantro,flower zucchini

Chicken al pastor ,pineapple ,salsa morita

Arrachera Flank Steak queso asado,caramelized onions, salsa macha

Oaxacan Chocolate Cake, cajeta, walnut crumble

スモークワカモレ、チェリートマトサルサ、フェタチーズ、コーンチップス

スパイシーフライドポテト” パパス” チポトレマヨネーズ

ビンチョウマグロのトスターダ、サルサマチャ、ワカモレ

シュリンプセビーチェ、グレープトマト、ホットソース、コリアンダー

ビーツチョリソー、パパス、アボカド、サルサアラブラザス

ポークチークカルニタス、トマティージョサルサ、チチャロン

ラムバルバッコア、サルサクルーダ、花ズッキーニ

チキンアルパストール、パイナップル、サルサモリタ

フランクステーキ、焼きチーズ、キャラメリーゼオニオン、サルサマチャ

チョコレートケーキ、クルミ、ムース、ソース

STARTER

TOSTADA

TACOS

DESSERT

タコス

スターター

トスターダ

デザート

揚げたコーントルティーヤの上に冷菜をのせたハードタイプタコス

ブルーコーントルティーヤのソフトタコス

All prices include tax.
価格は全て税込価格になります。



¥800

＋¥100

＋¥100

KOMBUCHA-SHIP コンブチャ

 Drink Menu

¥8000 / ¥12000
  

¥850 / ¥5900

 ¥9800

¥900 / ¥6400

¥1300 / ¥8200

¥1000 / ¥6800

POMMERY Brut Half Bottle

Vinho Verde Rose
Portugal

Patrick Sullivan Jumpin'Juice Sunset 2020

ONE HARVEST MORNING LAMMERSHOEK 2014
South Africa

Sancerre Les Quarterons 2018 Sebastien Riffault
France

PRIMADONA WIEDERSTEIN  2020

ポメリー ブリュット　ハーフ /フル

ヴィーニョ・ヴェルデ
ポルトガル生まれのヴェーニョ・ベルデ。

ジャンピン・ジュース・サンセット
オーストラリア   品種ソーヴィニョン・ブラン、ゲヴェルツトラミネール、シラー

ワンハーベストモーニング ラムズフック
南アフリカ 　品種シュナン・ブラン、ヴィオニエ、シャルドネ

サンセール レ カルトロン セバスチャンリフ ォー
フランス　品種ソーヴィニヨンブラン

プリマドンナ
オーストリア　品種ゲルバームスカテラー

WINE
【Champagne】

【Rose】

【White】

ワイン

WINE
【Orange】

【Red】

ワイン

¥900

 ¥800

¥900

Modelo Especial

Corona Extra

Heartland Draft Beer

モデロ エスペシャル

コロナ エキストラ

ハートランド生ビール

BEER ビール

¥700

¥700

¥700

¥600

¥600

¥500

Mint tea

Rosewater & limeade soda

Strawberry & lavender soda

Orange Juice

Coca Cola

Sparkling Water

ミントティー

ローズウォーターライムエイド

ストロベリーラベンダーソーダ

オレンジジュース

コーラ

スパークリングウォーター

Non-Alcohol ノンアルコール

¥1500 / ¥9400

¥1300 / ¥8600

¥1200 / ¥7800

¥13000

¥15000

¥1400 / ¥8600

TANCA ELS ULLS 2018

NEUWEG 2019 Domaine Gross

Le Trouble Fait 2019

SANCERRE AUKSINIS SEBASTIEN RIFFAULT 2011
France

GRIS DE FLORETTE LUCY MARGAUX  2016  Australia

IGT ROSSO DEL VERONESE L’ ARCO 2016
Italy

タンカ・エルス・ウルス
スペイン　品種カルトゥーシャ

ヌーウェグ 2019 ドメーヌ・グロス
アルザス　品種ゲヴェルツトラミネール

フランス　品種ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グラン

サンセール オクシニス セバスチャンリフォー

グリドフルーレット ルーシーマルゴー

ロッソ・デル・ヴェロネーゼ ラルコ
イタリア　品種コルヴィーナ 50% ロンディネッラ 30% モリナーラ 5% カベルネ、
サンジョヴェーゼあわせて 15%

ローズウォーターライムフレイバー
 

ストロベリーラベンダーフレイバー

Rose Water Lime Flavor

Strawberry Lavender Flavor

KOMBUCHA( コンブチャ ) とは、お茶に糖類を加え酢酸菌と酵母のコロニー
『SCOBY( スコビー )』を入れて発酵させた微炭酸飲料です。
フルーティーな酸味と爽やかな飲み口が特徴で、発酵由来の有機酸による整腸作用
で代謝や免疫力の向上が期待出来るなど、おいしさだけでなく様々な健康効果もあ
ると言われています。


