Appetizer

アペタイザー

たっぷり種類の農園サラダ
オニオンドレッシング
Salad with different types of Vegetables
with Onion Dressing
￥1,200 (税込￥1,296)

築地直送 赤身マグロのユッケ風
アボカドと半熟卵のサラダ仕立て
Tuna Tartare Avocado and Half-boiled Egg
(made into salad)
￥1,000 (税込￥1,080)

Iberico Ham Ruccola Salad

Balsamico dressing

Spinach and Pumpkin Salad
with Cottage Cheese
Warm Bacon dressing
Japanese Radish Hot Meat Sauce Gratin

Deep Fried Eggplants and Yonezawa pork
slices Shabu-shabu Ginger sauce
Today’s ajillo accompanied with Baguette
〜Olive oil and Garlic Stew〜
Fresh Vegetables and Steamed Vegetables
with Black Garlic Bagna Cauda

Baguette
Garlic Toast

￥1,500

(税込￥1,620)

￥1200

(税込￥1,296)

￥800

(税込￥864)

イベリコ生ハムとルッコラのサラダ
バルサミコドレッシング

ほうれん草とカボチャのサラダ
ベーコンの温かいドレッシング
カッテージチーズ添え
じっくり煮込んだ
大根のあつあつミートソースグラタン

￥1,300

揚げナスと米沢豚バラ肉のしゃぶしゃぶ
ジンジャーソース

￥1,200

本日のアヒージョ バケット添え

￥1,300

ココノマ風バーニャカウダー

(税込￥1,404)

(税込￥1,296)

(税込￥1,404)

￥300

(税込￥324)

￥600

(税込￥648)

〜旬な食材をオリーブオイルとニンニクで煮込みました〜

〜素材を生かして調理したお野菜を黒ニンニクのソースで〜

バケット 2piece
ガーリックトースト 2piece

Fish & Meat Dish

マグロのわさび焼き

お魚・お肉料理

フランス・シャラン産鴨もも肉のコンフィ
柚子胡椒添え

特製醤油添え

〜レアに仕上げた赤身を特製うに醤油でお召し上がりください〜

Rare Tuna Grilled Fresh Vegetables Plate with
with UNI Soy sauce

￥1,500

Duck Confit with Paste made from
“Yuzu” and Chili Peppers

(税込￥1,620)

￥2,300 (税込￥2,484)

6piece

￥1,800

Grilled Angel Shrimps with Herb spices

(税込￥1,944)
追加1piece

￥300

天使海老のハーブグリル タイム風味
タイム風味に焼き上げた海老の甘みをお楽しみ下さい。

(税込￥318)

クオータ Quater

Homemade Smokeed Chicken with Fried Potatoes
(Herbed Chicken from Miyagi)

￥1,200

(税込￥1,296)
ハーフ

Half

￥2,200

こんがり焼いたスモークチキン
ポテトフライ添え
〜宮城県産ハーブ鶏使用〜

(税込￥2,376)

Raosted of Lamb - Black Sesame Sauce

The highest grade of New Zealand Lamb Meat has tenderness and
freshness in its body.Roasted with the bone,you can enjoy them in

￥2,300

(税込￥2,484)

even a better taste.

Aussie Beef Steak

￥2,300

(税込￥2,484)

骨付き仔羊肉ロースト （ハーフラック）
ローズマリー風味 黒ゴマソース

肉質が柔らかくクセのない最高級のニュージーランドの仔羊肉で
す。骨付きをローストすることで旨みをギュッと閉じ込めました。

オーストラリア産サーロインの
石焼ステーキ（180g）
クセがなく良質な脂が特徴のオージービーフ。

Pasta ＆ Rice

パスタ・ライス

ステーキ丼
香味野菜ときのこの和風バターソース
Aussi Beef Steak Bowl Vegetable
and mushroom Butter Sauce
￥1,500 (税込￥1,620)

とろとろ牛すじと大根のラザニア
Tender beef tendon and
Japanese white radish lasagna
￥1,500 (税込￥1,620)

Carrot and wasabi leaf peperoncino

Beef Ragout Penne

Smoked salmon and cauliﬂower
cream sauce spaghetti with a hint of Yuzu

Gorgonzolla Penne

UNI(sea urchin) Carbonara

Fresh Lobster and Seasonal Vegetable
Tomato Spaghetti

Shrimp and shiitake mushroom barley risotto
with crown daisy salad

A Bowl of Risotto soaked in hot soup

￥1,200

京人参とわさび菜の
ペペロンチーノ

￥1,400

赤ワインで煮込んだ
牛肉のラグーソースペンネ

￥1,300

スモークサーモンとカリフラワーの
ゆずクリームスパゲッティ

(税込￥1,296)

(税込￥1,512)

(税込￥1,404)

￥1,400

ペンネ

￥1,800

ウニボナーラ

(税込￥1,512)

(税込￥1,944)

ゴルゴンゾーラ

￥2,700

殻付オマール海老と季節野菜の
トマトソーススパゲッティ

￥1,300

干しエビと干し椎茸の丸麦リゾット
春菊のサラダ添え

(税込￥2,916)

(税込￥1,404)

￥680

(税込￥734)

お茶漬け風 さっぱりリゾット
当店のご飯は国産の米を使用しています。

チーズ各種
Various Cheese
ゴルゴンゾーラ(青カビ)、ミモレット(ハード)、サンモール(シェーブル)、カマンベール(白カビ)、ポンレベック(ウォッシュ)

Gorgonzola,Mimolette,Saint Maure,Camembert,Pont-l'eveque

Assorted 3 types

￥1,300

3種盛り合わせ

￥1,800

5種盛り合わせ

(税込￥1,404)

Assorted 5 types

(税込￥1,944)

デザート
Dessert

Seasonal menu

和栗のパンケーキ

~大人のコーヒー仕立て~

〜コーヒーソースがアクセント！旬の和栗やメープルシロップ、

くるみやアーモンドを贅沢に使用した秋満載の一皿です〜

Japanese Maron Pancake with coﬀee&maple sauce

￥1,200 (税込￥1.296)

焼き立て クレームブリュレ

スペシャルチョコパンケーキ

〜濃厚なプリンを香ばしくその場で焼き上げます〜
Creme Brulee with fresh fruits

〜ふわふわ生地にこだわりチョコソースをたっぷりかけます〜
Special Chocolate Pancake
〜Soft Pancake gorgeously topped with bitter chocolate nappage〜

￥700 (税込￥756)

Assorted Gelato

Affogato

(Brown Sugar Ice Cream topped with a Shot of Hot Espresso)

￥1,000 (税込￥1,080)

￥700

2種類のジェラート盛り合わせ

￥500

アフォガード（黒糖アイス＆エスプレッソコーヒー）

(税込￥756)

(税込￥540)

バーメニュー
Bar menu

チーズ各種

Various Cheese
ゴルゴンゾーラ(青カビ)、ミモレット(ハード)、サンモール(シェーブル)、カマンベール(白カビ)、ポンレベック(ウォッシュ)

Gorgonzola,Mimolette,Saint Maure,Camembert,Pont-l'eveque
Assorted 3 types

Assorted 5 types

Gorgonzola cheese toast

Garlic toast

Iberico Ham slices

￥1,300

3種盛り合わせ

￥1,800

5種盛り合わせ

￥1,200

ゴルゴンゾーラチーズトースト4piece

￥1,000

ガーリックトースト4piece

￥1,500

イベリコ豚の生ハム

￥700

オリーブ盛り合わせ

￥700

自家製ピクルス

￥600

ミックスナッツ

(税込￥1,404)

(税込￥1,944)

(税込￥1,296)

(税込￥1,080)

(税込￥1,620)

Olives assortiment

(税込￥756)

Home-made Pickles

(税込￥756)

Mix Nuts

(税込￥648)

