11:00~14:30(L.O. )

LUNCH

With

With GAZPACHO or MINI SALAD
Please choose one of your choice.

Gazpadho

ガスパチョ

Mini salad

or

ミニサラダ

Souffle tortilla

お好みのものを一つお選びください。

01 スフレトルティージャ
（スペインオムレツ）

¥ 1,50 0

02 南部鉄器のアロス カルドッソ(出汁が多めのおじや風パエリヤ)

平日限 定

03

Arrozo Caldoso Served in Classic Ironplate Nambu Tekki

Weekdays only

Rich shrimp soup fideua (paeta paella)

濃厚海老出汁のフィデワ（パスタのパエリヤ）

DESSERT and CAFÉ + ¥ 500
Basque style cheesecake

バスク風チーズケーキ

COURSE

3

or

Sweet Potato Cream Catalana

さつま芋 のクレマカタラーナ

Assorted 5 kinds of pinchos

ピンチョス 5 種 盛り合わせ

Appetizer,main and dessert course
Please choose one of your choice from the main.
前 菜・メイン・デ ザートのコース
メインからお 好 み のものを 一 つ お 選 びください 。

01

Souffle tortilla

スフレトルティージャ
Cerdo Iberico Meatball Bao Sand

02 イベリコ豚肉団子のサンド仕立て

Arrozo Caldoso Served in Classic Ironplate Nambu Tekki

03 南部鉄器のアロス カルドッソ(出汁が多めのおじや風パエリヤ)
Rich shrimp soup fideua (paeta paella)

¥ 2,80 0

04 濃厚海老出汁のフィデワ（パスタのパエリヤ）
Today’s dessert

本日のデザート

COURSE

8

Coca

コカ(スペイン東部発祥のパン)
Fruit tomato gazpacho

A collection of José Luis specialties
Course menu.

フルーツトマトのガスパチョ

ホセ・ルイスの名物を集めたコースメニュー

ピンチョス3 種 盛り合わせ

Assorted 3 kinds of pinchos

Little gem lettuce salad with thick crab cream

リトルジェムレタスのサラダ

¥ 3,80 0

濃厚なカニ味噌クリーム

Cerdo Iderico Meatball

スペイン風肉団子

ペドロヒメネスの香り

Souffle tortilla

スフレトルティージャ
Rich shrimp soup fideua (paeta paella)

濃厚海老出汁のフィデワ（パスタのパエリヤ）
Basque style cheesecake

バスク風チーズケーキ

SALAD
¥ 1,0 0 0

or

Clam amd Whelk Arrozo Caldoso hint of Egoma

エゴマ香るアサリとつぶ貝のアロス カルドッソ

（出汁が多めのおじや風パエリヤ）
or

José Luis Special Gateau Basque served with Mint Icecream

ホセ特製 ガトーバスク ミントのアイス添え

Today’s salad

本日のサラダ

The price excludes tax.

表示価格は税抜となります。

14:30~17:00(L.O. )

CAFÉ LUNCH
¥ 1,50 0

Gazpacho
ガ スパ チョ

or

Mini salad
ミニサラダ

Souffle tortilla
スフレトル ティージャ

DESSER T + ¥ 500
Basque style cheesecake
バ スク 風 チ ー ズ ケ ー キ

or
Sweet potato Cream catalana
さつま 芋 のクレ マ カタラーナ

CAFÉ
Café menu choosing one of three desserts.
デザートを3品から一つ選ぶカフェメニュー

¥ 80 0

01
Basque style cheesecake
ホセ名 物 バ スク風 チーズ ケーキ

02
Sweet potato Cream catalana
さつま 芋 のクレ マ カタラーナ

03
José Luis Special
Gateau Basque served with Mint Icecream
ガトー バ スク ミントの ア イス 添 え

With
Coffee / Tea / Soft drink
コーヒー / 紅 茶 / ソフトドリンク

The price excludes tax.

表示価格は税抜となります。

