Chef’s pick up !

ENDS AS SOON AS IT RUNS OUT.

無くなり次第終了となります。

Fresh spring rolls of
seasonal fruits and flowers
季節フルーツとお花の生春巻き

Truffle cream omelet
ふわふわ！トリュフクリームオムレツ

Horse meat tartar
馬肉のタルタル

⽣春巻きをベリーソースで合わせ洋⾵に仕上げました。

ふわふわで熱々！河中農園よかもよか卵を使⽤した贅沢なオムレツ

河中農園よかもよか卵を使⽤。

950 (1045)

900 (990)

980 (1078)

Olive pickles オリーブのピクルス 380 (418)

ANT IPAST
Mix nuts ミックスナッツ

490 (539)

Dry fruit ドライフルーツ

520 (572)

Soft Boiled Egg

とろ〜り半熟ゆで卵とウフマヨソース

680 (748)

Truffle fritto potato

トリュフ風味のポテトフライ

720 (792)

Chicken Liver

鶏レバーとはちみつバルサミコ

720 (792)

Chicken nuggets

ふわふわ鶏胸肉のナゲット

850 (935)

Hasegawa Farm Mushrooms and Kita Akari Ahijo

長谷川農園マッシュルームときたあかりのアヒージョ

850 (935)

Beef tripe stewed in tomato

牛トリッパのトマト煮込み

860 (946)

Ovalipes punctatus frit

ひらつめ蟹のフリット

860 (946)

Mackerel ceviche

物凄い鯖のさっぱりセビーチェ

890 (979)

Steamed mussels with thyme in white wine

タイム香るムール貝の白ワイン蒸し

890 (979)

Smoked duck loin

合鴨ロースのちょびっと薫製

900 (990)

Grilled tuna carpaccio

マグロの炙りカルパッチョ

900 (990)

Rare salmon and olive Ajillo

レアサーモンとオリーブのアヒージョ

900 (990)

Warm Tronas and scallop sauce

トロナスの温製と帆立のソース

This season's fresh fish carpaccio

今季おすすめ！鮮魚のカルパッチョ

1200 (1320)

Parmigiano and beef tongue carpaccio

パルミジャーノと牛タンのカルパッチョ

1250 (1375)

Burrata cheese and fruit caprese

ブラータチーズとフルーツのカプレーゼ

1280 (1408)

980 (1078)

Hum & Cheese
Hum of platter
生ハムプラッター［３種］

S 1500 (1650)
L 2480 (2728)

Randam tapas platter
お任せタパス・プラッター
その⽇の“美味い”を盛り合わせ。
困った時におすすめです。

Cheese of platter
チーズプラッター［３種］

S 1500 (1650)
L 2480 (2728)

3種 1300 (1430)
5種 2000 (2200)

SALAD

Romaine lettuce Caesar salad
ロメインレタスのシーザーサラダ
Grilled beef skirt steak
渋デサのバーニャカウダ
⽣春巻きをベリーソースで合わせ洋⾵に仕上げました。

1500 (1650)

850 (935)

Various mushroom and mashed potato salad
色々キノコとマッシュポテトのサラダ

950 (1045)

Homemade tuna and 5 kinds of herb green salad
自家製ツナと5種ハーブのグリーンサラダ

950 (1045)

MAIN DISH
メインのお⾁達

Red pig’s shoulder loin
Spain production
スペイン産赤豚の肩ロース 200g. 1650 (1815)

Grilled beef skirt steak
やわらか牛ハラミのグリル 150g. 1880 (2068)

スペイン産の⾚豚とは「幻の豚」とも呼ばれる。
その味わいは⽢くとろける上質な脂肪が特徴の旨味豊かなお⾁です。

渋デサ⼀番⼈気のメイン料理。
⾚⾝⾁に近い⾷感。柔らかく程よい脂を感じます。。

Chicken Confit with Bones

ローズマリー香る！カリッと仕上げた骨付きチキンのコンフィ

Wagyu smoker

和牛スモーカー YUZU胡椒のソース 120g

Black angus cow sirloin steak

豪州産ブラックアンガス牛サーロイン 200g

1500 (1650)

ローズマリーとオリーブオイルに漬け、じっくりと⽕を⼊れる事でカリッとした仕上がりに。

2480 (2728)

瞬間スモーク！薫製や柚⼦の⾹りが⾷欲を引き⽴たせます。

2680 (2948)

⽶国産⽜の最⾼品質ブラックアンガス⽜
バランスのとれた⾚⾝と脂が特徴。 ⾁本来の旨味をお楽しみください。

KUSHI
洋⾷屋の串達

King trumpet mushroom

エリンギ

1p/290 (319)

Zucchini and asparagus

ズッキーニ＆アスパラ

1p/290 (319)

Smoked bacon.

スモークベーコン

1p/350 (385)

Tsukuba mochi pork

つくばもち豚

1p/390 (429)

Salmon roe and salmon skewers.

こぼれイクラのサーモン串
Randam kushi platter
お任せ！KUSHIプラッター
KUSHIの盛り合わせ
素材の味を活かしたKUSHIをお楽しみください。

3種

溢れるほどのイクラ！⼥性に⼤⼈気

1p/500 (550)

880 (968)

5種 1400 (1540)

PASTA & PIZZA
⾃慢のパスタとフォカッチャピザ

Toro eggplant and green chili arabiata

トロナスと青唐辛子のアラビアータ

1350 (1485)

Mackerel and flower pepperoncino

ハーブ香る鯖とお花のペペロンチーノ

1380 (1518)

Homemade bacon carbonara

自家製ベーコンと河中農園よかもよか卵のカルボナーラ

1480 (1628)

Swimming crabs tomatocream.

渡り蟹のトマトクリーム

1480 (1628)

Homemade bolognese

自家製ボロネーゼ

1480 (1628)

Gorgonzola and walnut lasagna

ゴルゴンゾーラと胡桃のラザニア

1480 (1628)

Pescatori Genovese

魚介たっぷりペスカトーレ・ジェノヴェーぜ

1800 (1980)

This season's risotto

今季おすすめのリゾット

1450 (1595)

FOCACCIA PIZZA

M arg h

er ita

Margherita.

マルゲリータ

720 (792)

Quattro forumajo

アンチョビトマト

760 (836)

Anchovy tomato

クアトロフォルマッジョ

780 (858)

DESSERT
デザートはもちろん別腹

Classic Gteau Chocolat
クラシック・ガトーショコラ
550(605)

Cremy Cheesecake
なめらかチーズケーキ
550(605)

Coffee コーヒー ［ICE or HOT］

400 (440)

Tea 紅茶 ［ICE or HOT］

400 (440)

Espresso エスプレッソ

450 (495)

※（）内は税込の価格となります。Prices in parentheses include tax
※17:00以降はチャージ代として、お一人様500円頂戴します。We ask you for an additional ¥500/person as table charge
※23:00以降は深夜手数料として10%頂戴します。We will charge 10% late night fee from 11o’clock

