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カリー ヴルスト 

Curry wurst 
〔Frankfurter with curry sauce〕

〔ケイジャンスパイスの
              辛いソーセージ〕

〔フランクフルターの
　　  カレーソースがけ〕

䠷㻝㻌㼜㼕㼑㼏㼑䠹

䢠㻣㻜㻜

䢠㻣㻜㻜

ケイジャン ヴルスト 

Cajun wurst〔spicy sausage〕

〔スタンダード〕
䠷㻝㻌㼜㼕㼑㼏㼑䠹

䢠㻣㻜㻜
Frankfurter wurst 
〔standard sausage〕

フランクフルター
ヴルスト

◆
〔バジル風味のソーセージ〕
䠷㻝㻌㼜㼕㼑㼏㼑䠹

䢠㻣㻜㻜
Basil wurst 〔Basil sausage〕

バジル ヴルスト

ヴルスト プラッター
Wurst (sausage) platter 

‿≾‥‒kinds⊀䢠㻞㻘㻜㻜㻜

‾≾‧‒kinds⊀䢠㻟㻘㻜㻜㻜
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⅒¥1,078‚ ᆋᡂ ‛ ↝‒√∑⇟⇮‒1ᆔ⅛
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(⛯㎸䢠㻣㻣㻜㻕

(⛯㎸䢠㻟㻘㻟㻜㻜㻕

(⛯㎸䢠㻞㻘㻞㻜㻜㻕

(⛯㎸䢠㻣㻣㻜㻕

(⛯㎸䢠㻣㻣㻜㻕

(⛯㎸䢠㻣㻣㻜㻕

★
〔ドイツの伝統的な
        白いソーセージ〕
䠷㻝㻌㼜㼕㼑㼏㼑䠹

䢠㻥㻤㻜

ヴァイス ヴルスト 

weiss wurst
〔German traditional

sausage〕

(⛯㎸䢠㻝㻘㻜㻣㻤㻕

◆
〔ブラジル式生ソーセージ〕
䠷㻝㻌㼜㼕㼑㼏㼑䠹

䢠㻣㻜㻜

リングイッサ

linguica
〔Brazilian raw sausage〕

(⛯㎸䢠㻣㻣㻜㻕

◆

〔ブラジル式生ソーセージ〕
䠷㻿㼙㼍㼘㼘㻌㻟㻌㼜㼕㼑㼏㼑㼟䠹

䢠㻣㻜㻜

リングイッサ
ユズペッパー

linguica Yuzu Pepper
〔Brazilian raw sausage〕

(⛯㎸䢠㻣㻣㻜㻕

★
〔蝦夷鹿とホエー豚のソーセージ〕
ジビエ（ヴィルト） ヴルスト

Game wurst
〔Deer & Pork sausage〕

䠷㻝㻌㼜㼕㼑㼏㼑䠹

䢠㻥㻤㻜 (⛯㎸䢠㻝㻘㻜㻣㻤㻕

★
〔JAPAN X～蔵王産 三元豚～〕
ロングヴルスト

Long wurst
〔JAPAN X long sausage〕

䠷㻝㻌㼜㼕㼑㼏㼑䠹

䢠㻥㻤㻜 (⛯㎸䢠㻝㻘㻜㻣㻤㻕

ᖍᩱ䢠㻠㻡㻜 䠄䛚୍ேᵝ 㻛⛯㎸䠅䜢㡬ᡝ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹

There is an additional cover charge of ¥450 per adult,  tax included.



(⛯㎸䢠880)

(⛯㎸䢠748)

(⛯㎸䢠1,408)

(⛯㎸䢠1,100)

(⛯㎸䢠495)

(⛯㎸䢠1,628)

イタリア産 すりたて生ハム 䠷㻴㼍㼘㼒䠹

䠷㻾㼑㼓㼡㼘㼍㼞䠹

Italian freshly prosciutto

䢠680

䢠1,280

北海タコと小海老のセビーチェ
ライム風味
Octopus & Shrimp ceviche with lime

䢠800

馬肉のカルパッチョ
グリーンペッパーとペコリーノチーズ
Horsemeat Carpaccio
with green pepper & pecorino cheese

䢠1,000

チキン白レバーとクリームチーズのブリュレ仕立て
Chicken liver & 
cream cheese paste served with prune

䢠450

(⛯㎸䢠528)

ガーリック マッシュポテト
Garlic mashed potato

䢠480

(⛯㎸䢠418)
アップルビネガーのピクルス
Apple vinegar pickles

䢠380

(⛯㎸䢠440)
アンチョビ キャベツ
Boiled cabbage mixed
anchovy dressing

䢠400

(⛯㎸䢠638)

オリーブ盛り合わせ
Assorted olives

䢠580

炙りブッラータとプロシュート
Seared burrata & prosciutto

䢠1,480

写真はレギュラーサイズ写真はレギュラーサイズ

䛚୍ேᵝ㻌ᖍᩱ䢠㻠㻡㻜 䠄⛯㎸䠋 㻞㻜 ṓᮍ‶䜢㝖䛟 㻕㻌䜢㡬ᡝ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹

There is an additional cover charge of ¥450 per adult,  tax included.



(⛯㎸䢠715) (⛯㎸䢠770)

(⛯㎸䢠858)

(⛯㎸䢠616)

(⛯㎸䢠1,375) (⛯㎸䢠792)

ガーリックシュリンプと
ミモレットのシーザーサラダ
Garlic shrimp & mimolette caesar salad

䢠780

Ｄ．Ｐ．Ｆ パワーサラダ
D.P.F power salad

䢠720

シンプル ミックスサラダ
Simply mixed salad

䢠560

トマトと水牛モッツァレラチーズの
“カプレーゼ”

"Caprese" of tomato 
 & buffalo Mozzarella cheese

䢠1,250

クリーミー マカロニチーズ
Creamy macaroni & cheese

䢠700焼きたて
トリプルチーズのフリッタータ
Triple cheese frittata

䢠650

(⛯㎸䢠1,078)

本日のチーズ盛り合わせ
Assorted cheese

䢠980
(⛯㎸䢠1,408)Assorted prosciutto & salami

䢠1,280生ハムとサラミの盛り合わせ



䢠1,780 バーボン バックリブ
Bourbon back rib

䢠1,080BBQバックリブ　
BBQ back rib

牛ハラミのロースト
Roasted beef outside skirt 

䢠1,850 ヴルストプラッター
Wurst (sausage) platter 

㻹 䠷㻟㻌kinds䠹

䢠2,000

㻸 䠷㻡㻌kinds䠹

䢠㻟㻘㻜㻜㻜

(⛯㎸䢠1,958) (⛯㎸䢠1,188)

(⛯㎸䢠㻞㻘㻜㻟㻡㻕 (⛯㎸䢠㻟㻘㻟㻜㻜㻕

(⛯㎸䢠2,200)

䛚୍ேᵝ㻌ᖍᩱ䢠㻠㻡㻜 䠄⛯㎸䠋 㻞㻜 ṓᮍ‶䜢㝖䛟 㻕㻌䜢㡬ᡝ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹

There is an additional cover charge of ¥450 per adult,  tax included.
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䢠500

䢠650

䢠650
ベルジャン フリッツ 
　　 トリュフ ＆ パルミジャーノ
Belgian fritz truffle & palmigiano

ベルジャン フリッツ 
Belgian fritz 

ベルジャン フリッツ 
　　　　 チーズディップ
Belgian fritz cheese dip

䢠580
ベルジャン フリッツ
　　ホット&スパイシー
Belgian fritz  hot & spicy

䠷㻟㻌㼜㼕㼑㼏㼑㼟䠹

䠷㻢㻌㼜㼕㼑㼏㼑㼟䠹

䢠550

䢠980

DEEP-FRIED

フィッシュ ＆ チップス
Fish & chips

䢠720

バッファローチキンウイングバッファローチキンウイング
Buffalo chicken wings

スパイシージンジャーカラマリ＆ 　
オニオンリング
Deep-fried ginger spicy calamari & onion ring

䢠620

フライ

ベルジャン フリッツ 
トリュフ ＆ パルミジャーノ
ベルジャン フリッツ 
トリュフ ＆ パルミジャーノ

ベルジャン フリッツベルジャン フリッツ

チーズディップチーズディップ(⛯㎸䢠㻢㻟㻤㻕

(⛯㎸䢠715)

(⛯㎸䢠715)

(⛯㎸䢠550)

(⛯㎸䢠605)

(⛯㎸䢠792) (⛯㎸䢠682)

(⛯㎸䢠1,078)



カタラーナ
Catalana

ジェラート
Gelato

デザート

┿䛿䜲䝯䞊䝆䛷䛩

バスク風チーズケーキ

Basque burnt cheesecake 
with milk icecream

䢠580
ミルクアイス添え (⛯㎸䢠638)

ベルギーワッフル ＆ カタラーナ 
～マンゴーソース～ 

䢠520

Belgium waffle & catalana with mango sauce
(⛯㎸䢠572)

塩キャラメルアップルコブラー
Salted caramel apple cobbler

䢠650
(⛯㎸䢠715)

ルビーチョコレート ブラウニー
アフォガート
Ruby Chocolate brownie affogato

䢠580
(⛯㎸䢠638)

本日のスイーツ プラッター
Today ’ s sweets platter

䢠1,200
(⛯㎸䢠1,320)

䢠600
(⛯㎸䢠660)

䢠400
(⛯㎸䢠440)

䛚୍ேᵝ㻌ᖍᩱ䢠㻠㻡㻜 䠄⛯㎸䠋 㻞㻜 ṓᮍ‶䜢㝖䛟 㻕㻌䜢㡬ᡝ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹

There is an additional cover charge of ¥450 per adult,  tax included.


