NIBBLES - MEZZE

OYSTER BAR

Barbeque smoked nuts

300

Mixed olives

600

バーベキュー スモークド ナッツ

オリーブミックス

Chips & salsa Fire roasted hot and spicy

750

チップス＆サルサ スパイシーローストのチップス＆サルサ

Fresh veggie sticks Blue cheese dIp

750

Sweet chili potato wedges Sour cream & green onions

850

Trufﬂe fries shaved parmesan, white trufﬂe oil

900

フレッシュベジスティック ブルーチーズディップ

スイートチリポテトウェッジ サワークリーム、
グリーンオニオン

トリュフフライ 白トリュフオイルで香付けしたフレンチフライ、パルメザンチーズ

Baba ghanoush smoked eggplant dip, grilled ﬂat bread

Every week we select two different imported fresh live oysters, please ask your server what we have
today. Minimum order for oysters is 3 each, it pays to order more, and why not one is just not enough.
週替わりでその時最高のオイスターを2種類ご用意しております。各種3ピースよりオーダー頂けます。詳細はスタッフまでお尋ねください。

1/2 Shell oysters Classic mignonette, lemon, tabasco

ea 800 - 1/2dozen 3.800 - Dozen 7.200

Oysters rockefeller “New Orleans style” baked, herb crusted

ea 800 - 1/2dozen 3.800 - Dozen 7.200

1/2シェルフレッシュオイスター クラシックミニョネット、
レモン、タバスコ

オイスターロックフェラー ハーブをまぶして焼き上げたニューオリンズスタイルのオイスター

SHELLFISH - SEAFOOD
Cajun barbecue shrimp Spicy beer butter herb broth

1.800

Tuna tartare Dynamite sauce, avocado, cucumber salad, fried noodle

1.600

Pub ﬁsh and chips Crunchy crumb crusted ﬁsh, malt vinegar fat chips, lemon caper sauce

1.600

Craft beer steamed mussels Shallots, garlic, thyme & the beer of course

1.900

Cajun crabcakes Pan fried till golden, served with remoulade mustard sauce and lemon.
3 per order, additional cakes 400 extra

1.800

ケイジャン風バーベキューシュリンプ ビール、バター、ハーブのスパイシーソース

1.000

マグロのタルタル ダイナマイトソース、アボカド、キュウリのサラダ、フライドヌードル

1.200

フィッシュ＆チップス サクサクのフライドフィッシュとチップスとレモンケッパーソース。モルトビネガーをかけてお召し上がりください

Black bean dip Flour tortilla’s, sheep’s milk cheese

1.200

ムール貝のクラフトビール蒸し エシャロット、ガーリック、タイム、
クラフトビール

Popcorn mushrooms Blue cheese stuffed, horseradish dip

1.400

Hummus & falafel Pita bread

1.400

Hot artichoke dip Corn chips

1.400

Cheese plate A selection of three imported cheeses, ASK

1.800

Charcuterie selection Iberico chorizo, saucisson & proscuitto

1.800

ババガヌーシュ スモークした茄子のディップ、
グリルドフラットブレッド

Fattoush Arabic chopped vegetable salad with sumac, mint & coriander

ファットゥーシュ ベジタブル、ミント、コリアンダー、スマックスパイスのアラブ風サラダ

ブラックビーン ディップ フラワートルティーヤ、シープミルクチーズ

ポップコーンマッシュルーム ブルーチーズスタッフ、ホースラディッシュディップ

フムスとファラフェル ピタブレッド添え

ホットアーティチョークディップ コーンチップ

チーズ の盛り合わせ 本日のセレクションはスタッフまでお尋ねください。

シャルキトリー セレクション イベリコチョリソー、
ソシソン、
プロシュートのセレクション

SALAD
1.100

Spicy Thai shrimp salad Fresh lime "no oil" dressing

1.200

Bang bang chicken salad Sesame ginger dressing

1.300

Chicken taco salad

1.300

シーザーサラダ チキン、
アボカド、
アンチョビ、ベーコントッピング各+２００円、シュリンプトッピング+4００円

スパイシータイ風シュリンプサラダ フレッシュライムのノンオイルドレッシング

バンバンチキンサラダ セサミ＆ジンジャードレッシング

チキンタコサラダ トルティーヤ、ブラックビーン、
レタス、
トマト、ジャックチーズ、アボカド、サルサ、サワークリーム

Apple, blue cheese, spiced pecan salad Walnut oil vinaigrette

1.300

Greek salad Add shrimp 400 extra

1.300

りんご、ブルーチーズ、ピーカンナッツのサラダ ウォールナッツオイルビネグレット

グリークサラダ シュリンプトッピング+４００円

Barbequed salmon Saikyo miso glazed, black rice lemon risotto

2.400

バーベキュードサーモン 西京味噌をからめたスモークサーモンにブラックライスのレモンリゾットを添えて

LOBSTER NIGHT

Available Thursday, Friday & Saturday nights or on other days by pre-reservation 24-hours in advance
毎週木-土曜日ディナータイム限定メニュー。新鮮なロブスターをご用意する為、
２４時間前までの事前オーダーとさせて頂きます

Lobster pasta Tagliatelle, brandy, white wine, cream

2.200

1/2 grilled lobster Herb butter, lemon

2.600

Whole steamed live lobster Hot drawn butter, lemon

4.500

ロブスターのパスタ タリアッテレ、ブランデー、白ワイン、
クリーム

1/2ロブスターのグリル

Caesar salad Add chicken, avocado, anchovies, bacon 200 extra, shrimp 400 extra

Tortillas, black beans, lettuce, tomato, jack cheese, avocado, salsa & sour cream

ケイジャン風クラブケーキ レムラードマスタードソース＆レモン添え ３ピース
（追加の場合はおひとつ４００円となります）

ハーブバター、
レモン

ホール スチーム ライブ ロブスター 溶かしバター、
レモン

ROTISSERIE CHICKEN

BURGERS - SANDWICHES

Classic Roti Chicken

1/4 chicken 1.800 1/2 chicken 2.400

Your choice of either garlic, mushroom or peri peri sauces and any one side dish from the list below.
Mashed potato / grilled veggies / shoestring fries / broccoli with garlic and anchovy / sautéed mushrooms
black beans / couscous

All our burgers and sandwiches are served with shoestring fries (wedges for the BBQ chicken melt)
All our beef burgers are made using 100% freshly ground beef. please let your server know how you
would like your burger cooked.
◆BURGER TOPPINGS 200 each.

クラシックロティサリーチキン ソースはガーリック、
マッシュルーム又はペリペリソースから、
付け合わせは以下よりそれぞれお好みでお選びください。
マッシュポテト / グリルドベジタブル / フレンチフライ / ブロッコリーのガーリック＆アンチョビソテー / マッシュルームのソテー / ブラックビーン / クスクス

Cheddar / Monterey jack / Swiss / feta / camembert / bacon / mushrooms / jalapenos / fried egg / avocado
◆CHOOSE A BUN Burgers are available with a choice of buns, butter brioche bun / sesame wheat bun
ハンバーガー、サンドイッチ各種にはフレンチフライ（バーベキューチキンメルトにはウエッジポテト）が付きます。ビーフバーガーは100%ビーフのパ

STEAKHOUSE

ティとなっております。お好みの焼き加減をスタッフにお伝えください。
◆バーガートッピング各+２００円 チェダー、モントレージャック、スイス、
フェタ、
カマンベール、ベーコン、マッシュルーム、ハラペーニョ、目玉焼き、
アボカド

Sirloin U.S. 300g

3.200

◆バーガーバンズをバターブリオッシュバンまたはセサミウィートバンよりお選びください。

Rib eye Australian, 300g

3.800

Roti big burger 100% beef barbecue glazed, lettuce, tomato, red onion & pickles

1.600

Morgan Ranch beef U.S. Nebraska, bourbon marinated, 240g

2.400

Blue cheese burger Red wine sauce, blue cheese, grilled onion & horseradish sauce

1.800

Cajun swordﬁsh burger Cajun blackened, tartare sauce & grilled pineapple

1.600

Barbecue chicken melt Jack cheese, crispy bacon on shredded BBQ chicken

1.600

Buffalo chicken burger Crisp-breaded chicken breast, spicy sauce, ranch dip

1.600

Vegan burger Smoked eggplant dip, tahini sauce, pita bread bun

1.600

Reuben sandwich Pastrami, sauerkraut, swiss cheese & thousand island dressing

1.600

B.L.T & A sandwich Classic BLT with the adition of avocado

1.400

Skinny burgers Any burger "the meat part" on a large chopped salad

1.800

サーロイン

リブアイ

U.S. ３００g

オーストラリア

300g

Please ask your server about which cut we have this week
モーガンランチステーキ

U.S.

ネブラスカ、バーボンマリネード

240g

ポートハウス

U.S. 1kg

ブルーチーズ バーガー レッドワインソース、ブルーチーズ、
グリルドオニオン、ホースラディッシュソース

ケイジャン ソード フィッシュバーガー ケイジャンスパイスをまぶしたメカジキ、タルタルソース、パイナップルのグリル

本日ご用意しているステーキの部位はスタッフまでお尋ねください

Porterhouse U.S.1kg, grilled on the bone then sliced, great to share.
Price includes three sauces, shoestring fries and our special cole slaw

ROTI ビッグ バーガー ビーフ100%のパティ、バーベキューソース、
レタス、
トマト、
レッドオニオン

16.000

骨付きのままグリルし、スライスしたシェアに最適のビッグサイズ。

バーベキュー チキン メルト ジャックチーズ、
クリスピーベーコン、チキンのほぐし身

3種のソース、フレンチフライ、自家製コールスロー付き

バッファローチキン バーガー バッファローチキン カツレツ スタイル、スパイシーソース、ランチディップ

GRILL & OVEN

ヴィーガンバーガー 茄子のディップ、タヒニソース、ピタブレッド

Braised beef & pasta Red wine slow braised beef on fresh tagliatelle
牛肉のブレゼ＆パスタ

Grilled sausages Pork-lamb-beef, velvet potatoes, caramelised onion jus

グリルソーセージ

ルーベンサンドイッチ パストラミ、ザワークラウト、スイスチーズ、サウザンアイランドソース

１.800

ポーク、ラム、
ビーフ、マッシュポテト、オニオンのキャラメリゼ

Lamb chops Australian, 3 each

ラムチョップ

1.600

赤ワインでゆっくりと煮込んだビーフを生パスタ（タリアッテレ）にたっぷりとかけました

B.L.T.Aサンドイッチ 定番BLTサンドイッチにアボカドをトッピング

2.800

オーストラリア 3ピース

◆STEAK SAUCES Please

choose any one complimentary sauce, if you would like extra sauces these
are available for an additional 200 each. red wine / green peppercorn / homemade BBQ / cafe de Paris
butter
ステーキソースを次より一つお選びください。
（２つ以上は各+２００円となります）
レッドワイン、
グリーンペッパーコーン、
自家製BBQ、
カフェドパリバター

◆ADD A SIDE DISH If

you would like a side dish to go with your steak we suggest any of the following

スキニーバーガー お好きなバーガーの パテ と、バンズの替わりにたっぷりのサラダを盛り合わせたヘルシーバーガー

SWEET THINGS
Hot bread pudding Bourbon caramel sauce & vanilla ice cream

700

Mississippi mud pie Chocolate fudge pie with an Oreo cookie base
served with coconut ice cream & pistaschio crumbs

700

温かいブレッドプディング バーボンキャラメルソース、バニラアイスクリーム

サイドディッシュをお付けする場合は以下以下からお選びいただけます。

ミシシッピー風マッドパイ オレオクッキーを敷きつめたチョコレートファッジ、ココナッツアイスクリームとピスタチオクランブル添え

Shoestring fries 600 / mashed potato 600 / grilled Vegetables 700
broccoli with garlic and anchovy 700 / sautéed mushrooms 700

Blueberry cheesecake Baked Yankee cheesecake with down south blueberry sauce

マッシュポテト 600 / フレンチフライ 600 / グリルドベジタブル 700 / ブロッコリーのガーリック＆アンチョビソテー 700 / マッシュルーム 700

SUNDAY STEAK NIGHT

and whipped cream

700

ブルーベリーチーズケーキ ベイクドヤンキーチーズケーキ、ブルーベリーソースとホイップクリーム添え

Peachs n’ cream Double pineapple ice cream, peaches, fresh cream
caramel sauce and roasted almonds in an old school parfait glass

"Only on Sunday's". All steaks & meat specials 25% off the regular price from 5 to 9pm

ピーチインクリーム ダブルのパイナップルアイスクリーム、ピーチ、フレッシュクリーム

日曜日ディナータイム5-9pmのステーキナイトはステーキ＆チョップが上記価格より２５％OFFになります

キャラメルソース、アーモンドをトッピングしたクラシックなパフェ

Pecan pie Cinnamon whipped cream

ピーカンパイ シナモン、ホイップクリーム

700

700

