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※炊きたてお召し上 がり頂くためにご注文から３０分ほどのお時間を頂戴しております。
※お米はフィデワ＝ショートパスタに変更できます。
※写真はすべて２人前の盛り付け 例です。

Paella de Mariscos / Sea food Paella

Fideúa de Gandia

魚介のパエリア

フィデワ・デ・ガンディア

コンクールで優勝獲得経験もある、
４０年
以上変わらぬ味の看板パエリア。
自家製
ブイヨンや高品質なサフランを使い長時
間煮込んだ特製パエリアスープが味の決
め手です。
炊き込まれたお米は深い味わ
いになり具材の魚介とよく合います。
ダイ
スカットされたタラやイカがゴロゴロと
入っていて食べ応え抜群なのが、
他店に
はない特長。
長く愛され続けている、
当店
が誇る伝統のパエリアです。

フィデワとは、
お米の代わりにパスタで
炊き上げたパスタパエリアのこと。
スペイ
ン・バレンシアのガンディアで行われた
世界大会で、
２年連続国際部門優勝を果
たした逸品です。
海老をはじめとした魚
介を煮込んで出汁をとり、
芳醇な風味と
濃厚な味わいに仕上げています。
世界に
認められた味をお楽しみください。

M

２人前

（税込￥2,640）

３人前

（税込￥3,960）

Arroz Negro / Squid ink Paella

Paella “Vegetariana” / Vegetable Paella with Cheese

イカスミのパエリア

野菜とチーズのパエリア

スペイン地中海沿岸のバレンシア、
カタ
ルーニャ地方の伝統的なパエリアです。
濃厚スープにイカスミを加えて旨味を増
し、
まろやかな味わいに仕上げました。
お好みでアリオリソースと一緒にお召し
上がりください。

インゲンにアスパラガス、
トマトなどの鮮
やかな野菜をふんだんに使ったオリジ
ナルパエリア。
仕上げに削りたてのチー
ズをふりかけて、
ふわりと立ちのぼる香
りが食欲をそそります。
魚介類が苦手な
方にもおすすめです。

M

２人前

（税込￥2,640）

３人前

（税込￥3,960）

M

２人前

（税込￥2,640）

３人前

（税込￥3,960）

Paella “Valenciana” / Valenciana Paella

バレンシアパエリア
国際パエリアコンクール世界大会にて特別賞を受賞し
た、
スペイン・バレンシア地方発祥のパエリア。
鶏とウサ
ギ、
モロッコインゲンなど山の幸が具材のメインで、
シー
フードとはまた違った味わいをお楽しみいただけます。

M

２人前

（税込￥3,300）

３人前

（税込￥4,950）

※こちらはフィデワ（ ショートパスタパエリア）
のみの
ご提供となります。

M

２人前

（税込￥3,300）

３人前

（税込￥4,950）

※写 真は全てイメージです。
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Pintxos de erizo y filete / Sea urchin and fillet pintxos

牛フィレと雲丹のピンチョス

Tapas variados
Assorted Tapas Platter

当店 一押しのタパス。
やわらかく脂の滴る厚切り牛フィレ肉ととろける新鮮なウニを使用し、
スペインバル定番のピンチョスにアレンジしました。
特製ソースにはシェリー酒のペドロヒメ
ネスを使用。
牛フィレとウニの味を際立たせます。
（税込￥1,320）
贅沢なタパスを、
楽しい時間のお供にいかがでしょうか。

タパス盛合せ

追加 1本につき

見た目も華やか、
味もさまざま。
当店のメニューを少しずつ一皿でお楽しみいただける特製の盛り合わせです。
最初の一品としていかがでしょうか？※写真はイメージです。
（税込￥1,650）

（税込￥660）

Tortilla / Spanish Omelet

スペインオムレツ

Ali-oli De Patata / Potato Aioli

ジャガイモなどの野菜入りオムレツ。
手のひら
サイズで気軽に食べられます。
（税込￥550）

アリオリポテト
ガーリックのきいたマヨネーズでポテトを和え、
半熟卵と生ハムをのせました。
（税込￥550）

高い品質と味で人気を誇る
ブランド牛「葡萄牛」
ワインの葡萄粕を加えたこだわりの穀物飼
料を与えて育てられた牛のことを
「葡萄牛」
と言います。
適度なサシが入り臭みもなく、
風味とコクが豊かな味わい。
安全・安心・高品質の牛肉です。

Aceitunas / Assorted Olives

Encuridos / Pickles

Gazpacho

オリーブ盛合せ

ピクルス盛合せ

ガスパチョ

スペイン直輸入。
濃い味わ
いで美容にもいいと言わ
れています。

自家製のピクルスは酸味
と甘みが調和した味わい。
箸休めにぜひ。

トマトをメインに作られた
色鮮やかで濃厚な野 菜の
冷製スープ。

（税込￥550）

（税込￥550）

（税込￥550）

※写 真は全てイメージです。

Patatas fritos / Fried Potato

Boquerones en Vinagre / Pickled Sardines

パタタスブラバス

イワシの酢漬け

「パタタス」は”ポテト”「
、ブラバ」は
”ブラボー！”という意味のスペイン
風ポテトフライ。
ピリ辛トマトソース
と、
味をマイルドにする温泉卵を絡め
て食べるポテトは絶品です。

本場でボケロネスと呼ばれ親しまれている、
スペインバル定番のタパス。
カタクチイワシを
酢締めして、
やわらかな食感に。
ほどよい酸
味と豊かな風味が美味。
（税込￥660）

（税込￥715）

Carpaccio de pescado fresco / Carpaccio of fresh fish

Pulpo a la Gallega / Octopus Galician Style

鮮魚のカルパッチョ

タコのガリシア風

スペイン風に仕上げたカルパッチョ。
旬の食材
を使ってお作りしますので、
お魚の詳細はス
タッフまでお尋ねください。

スペインで広く親しまれているタコ料
理。赤いパプリカパウダーはスパイシー
で、
タコの歯ごたえと相性抜群。

（税込￥1,320）
（税込￥990）

carpaccio de pato / Duck carpaccio
Vieiras a la gallega / Galician style scallops

ホタテのガリシア風
肉厚のホタテをたっぷりと贅沢に使用しまし
た。
口の中でほぐれて、
パプリカの香りとほ
どよい辛さがクセになります。

合鴨のカルパッチョ
やわらかな合鴨を食べやすい薄切りに。
仕上げには甘みを感じるバルサミコ酢とす
りおろしチーズをたっぷりかけました。

（税込￥1,320）
（税込￥1,320）

Coca de erizo y vieiras / Sea urchin and scallop coca

Croquetas / Croquette

ウニとホタテのコカ

クロケッタ

サクサクとしたパイ生地のコカに新
鮮なウニと、
ほのかに甘いホタテを
のせました。ハニーマスタードソー
スが美味しさを引き立てます。

スペイン産コロッケ。
コロッケと言ってもクロ
ケッタはジャガイモを使わないクリームコロッ
ケです。
まろやかながらしっかりとした塩 気
があり、
お酒が進みます。
（税込￥660）

（税込￥990）

※写 真は全てイメージです。

molleja confitada / gizzard confit

砂肝のコンフィ
砂肝を自家製のオリーブオイルでじっくりと煮込み
ました。
しっとりとやわらかい中にコリコリとした歯ご
たえがあり、
爽やかなハーブの風味がほのかに感じ
られます。
レモンをかけてどうぞ。
（税込￥715）

Calamares Fritos / Squid Fritter

イカのフリトス

Ensalada de Elchateo / Elchateo Salad

エルチャテオサラダ

サクサクの衣が美味なスペインの揚げ物
フリトス。
ふわっとした食感のジューシー
なイカは、
ぜひ塩とレモンをふりかけて
お召し上がりください。

新鮮な生のマッシュルームスライス
がたっぷりのっているのが特徴的
な、
当店オリジナルサラダ。
自家製バ
ルサミコドレッシングが素材の味を引
き立てます。

（税込￥880）

（税込￥935）

"sirako" en fritos / Soft roe fritters

白子のフリトス
新鮮な白子はクリーミーな味わい。
フリ
トスにすることでフワフワな食感にな
ります。
口の中でやわらかくほどけてや
さしく旨味が広がります。
（税込￥880）

Quesos Variados / Assorted Cheeses Platter

チーズ盛合せ

Ensalada de esparragos / White Asparagus Salad

ホワイトアスパラガスの
シーザーサラダ
たっぷりの水分を含み、
口の中でとろけてい
くホワイトアスパラガス。
自慢の食材をメイ
ンにサラダを仕立て上げました。
温泉卵と
削りチーズ、
黒胡椒で味も風味も豊かな、
人
気のサラダ。

本場スペイン産のカブラ
（ヤギ）
、
マンチェゴ
（羊）
のチーズも
含めたさまざまな種類を盛り合わせました。
スペインワインとよく合うので、
ぜひご一緒にご堪能ください。

（税込￥1,045）

（税込￥1,430）

高品質なナバーラ産の
極太ホワイトアスパラガス
本場ナバーラ地方では野菜のヴィーナス
と称されるとも言われているホワイトア
スパラガス。
規格外の太さの中に旨味が
たっぷり含まれており、
ほんのりと甘さも
感じられます。

※写 真は全てイメージです。
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Gambas al ajillo / Shrimp ajillo

Jamón Serrano

小エビのアヒージョ

ハモンセラーノ

たっぷりのエビを熱々のオリーブオイルで煮
込み、
味を整えました。
噛むほどに素材の旨
味があふれる人気の逸品。
（税込￥1,045）

直訳で“山のハム”の意味を持つハモンセラーノは、
プロシュートや金華ハムと並んで世界三大ハムの
一つと言われています。
凝 縮された旨味がしっか
りと感じられ、
程よい塩気が 絶品です。
サイズ

Mサイズ

Pan / Baguette

（税込￥935）

バレンシア産バケット

Jamón Ibérico bellota

本場スペイン産のバケット。
小麦の風味が豊かです。
アヒージョはもちろん、
タパスの
4 CUT
ソースをつけて食べるのもおすすめ。

ハモンイベリコベジョータ

（税込￥220）

Champiñones a la Segoviana / Mushroom ajillo

マッシュルームのアヒージョ
特大のマッシュルームは旨味エキスが豊富。
白ワインやオリーブオイルと混ざり合い、
その
ジューシーさは絶品です。
長年愛される当店
の看板メニュー。
（税込￥1,320）

大きなマッシュルームからは
旨味エキスがたっぷり

（税込￥1,650）

「ベジョータ」
とはスペイン語で”ドングリ”とい
う意味。
放牧されドングリを食べて育ったイベ
リコ豚をこの名で呼び、
とろけて甘みのある上
Churros calientes / Churros 質な脂身が特長です。

ベイクドショコラ
Mサイズ

サイズ
（税込￥1,650）

Jamon variados / Assorted Jamon

生ハム 盛合せ

（税込￥3,080）

（税込￥660）

ハモンセラーノとハモンイベリコベジョータを贅沢に盛り
合わせました。
ぜひ食べ比べて違いを感じてみてください。
Mサイズは２〜３名様、Lサイズは４名様ほどで
お召し上がりいただくのがおすすめです。

新鮮で特別に大きいマッシュルームは、
そ
の旨味も群を抜いています。
当店では独自
のレシピでその美味しさを最大限に引き出
すよう調理。
一度食べれば 驚きの美味し
さがおわかりいただけます。
Mサイズ

サイズ
（税込￥1,320）

（税込￥2,420）

※写 真は全てイメージです。
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Salchicha de cerdo iberico / Iberian Sausage

Kadaif de Pescado Blanco Envuelto
White Fish Kadaif Wrapped

イベリコソーセージ

鮮魚のパリパリ揚げ

イベリコ豚の大きなソーセージを一本
まるごと鉄板で焼きました。
歯ごたえと
旨味が抜群です。

小麦やトウモロコシなどでできた極
細麺の生地を衣にして揚げました。
パ
リパリ食感と魚のフワフワ食 感が
同時にお楽しみいただけます。

（税込￥825）

1 本につき
（税込￥770）

callos a la MADriLEÑA / tripPA

牛ミノのマドリッド風
Mejillones al vapor con vino blanco
Steamed mussels with white wine

ムール貝のワイン蒸し
市場から直送された大きな朝採れムール貝
を使用。白ワインで蒸し上げることで、
貝の
深い旨みとプリプリの歯ごたえを存分に味
わうことができます。

牛ミノを煮込んだマドリッド地方発祥の郷土
料理。
少しピリ辛な濃 厚ソースにミノの独特
な歯ごたえがクセになります。
（税込￥1,320）

Secreto de cerdo iberico a la plancha / Grilled Iberian pork Secret

イベリコ豚のセクレト

（税込￥1,320）

「セクレト」
とは“秘密”の意。イベリコ豚の中
の、
『秘密にしていたくなるほどのおいしい部
位』
を使用しています。
（税込￥1,650）

Zarzuela / Sea food Bouillaba isse

魚介のブイヤベース
カタルーニャ地方の郷土料理で、
「サルスエ
ラ」
と呼ばれています。
エビやムール貝、鮮魚
にイカなど海の幸をふんだんに使い、
トマト
やサフランで煮込みました。豪快で華やか
な、地中海風魚介スープ。

Bistec de ternera espanola / Steak of Spanish beef

スペイン牛のステーキ
上質な赤身のスペイン牛をじっくり
と鉄板焼きに。
しっかりと口に残る
肉の味と食べ応えで、
メインディッ
シュにふさわしい 一皿。

（税込￥1,980）
（税込￥1,650）

※写 真は全てイメージです。
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Tarta de Queso de Estilo Vasco / Basque-style Cheesecake

バスク風チーズケーキ
なめらかでとろける口どけがたまらない、
自家製チーズケーキ。
焦がされた焼き目が
香ばしく、
濃厚ながらも甘さ
控えめな人気スイーツです。
（税込￥770）

Churros calientes / Churros

ホットチュロス
もちもちのスペイン産チュロスにホットチョ
コレートを添えました。
ぜひ
チョコにつけてどうぞ。
（税込￥660）

しっとりと焼き上げられた、
重厚感のある
チョコレートケーキ。
添えられたバニラア
イスとよく合います。

Crema Catalana / Cream Brulee

Sorbete del Dia / Seasonal sherbet

クレマカタラーナ

季節のシャーベット

スペイン風クレームブリュレ。
パリパリ
で香ばしいキャラメリゼの下には、
卵
の風味豊かな濃厚プリンクリームが。

（税込￥440）

（税込￥550）

ご一緒にいかがでしょうか？
（税込￥550）

・ホットコーヒー ・紅茶
・エスプレッソ ・スペイン産 はちみつ入りカモミールティー

※写 真は全てイメージです。

