LUNCH

Weekdays only

ORDINARIO

11: 0 0 ~14 : 3 0 ( L.O. )

Gazpacho

- 日常 -

Please choose one of your choice.

With ガスパチョ

お好みのものを一つお選びください｡

or

Mini salad
ミニサラダ

Souffle tor tilla

01 スフレトルティージャ（スペインオムレツ）

¥ 1, 5 0 0

Arrozo caldoso saved in classic ironplate NAMBU TEKKI

(paella in broth like risotto)

02 南部鉄 器のアロス・カルドッソ（出汁が 多めのスペイン風おじや）
Rich shrimp stock fideua

(pasta paella)

03 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

EXTRAORDINARIO

Coca（スペイン東 部発祥のパン）
コカ（当店オリジナル）

- 非日常 -

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。

¥ 2,800

Gateau basque
ガトーバスク

or

Assorted 5 kinds of pinchos
ピンチョス５種 盛り合わせ
Souffle tor tilla

01 スフレトルティージャ（スペインオムレツ）
Ibérian pork cutlet sandwich

02 イベリコ豚のカツレツ サンド仕立て
Paella stuffed in mini red bell pepper Valencia style

03 ミニパプリカに詰めたパエリヤ バレンシア風
Rich shrimp stock fideua (pasta paella)

04 濃 厚海 老出汁のフィデワ（パスタのパエリヤ）
Dessert of the day
本日のデザート

ALEGRIA

Coca（スペイン東 部発祥のパン）
コカ（当店オリジナル）

- 喜び -

Fruit tomato gazpacho
フルーツトマトのガスパチョ

A colleciton of
“José Luis” specialties course menu.

Assorted 3 kinds of pinchos
ピンチョス３種 盛り合わせ

ホセ・ルイスの名物を集めたコースメニュー

Jamon serrano and mushroom salad
ハモンセラーノとマッシュルームのサラダ

¥ 4,50 0

Souffle tortilla
スフレトルティージャ（スペインオムレツ）
Fresh fish empanada with salsa verde
鮮魚のエンパナーダ サルサベルデ
Rich shrimp stock fideua (pasta paella) or
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

ANIVERSARIO

or

Spain locally produced chiken and chorizo paella
スペイン地鶏とチョリソーのパエリヤ
Carrot crema catalana
人参のクレマカタラーナ
Jamon serrano and chorizo
ハモンセラーノ＆チョリソー

- 記 念日 -

Lobster gaspacho blended with sweet tomato
オマール海 老のガスパチョ

A colleciton of
“José Luis” luxury course menu.

Assorted 3 kinds of pinchos
ピンチョス３種 盛り合わせ

ホセ・ルイスの名物を集めた豪華なコースメニュー

Paella stuffed in mini red bell pepper Valencia style
ミニパプリカに詰めたパエリヤ バレンシア風

¥ 6, 0 0 0

Snow crab souffle tortilla
ズワイガニのスフレトルティージャ
Ibérican pork loin cutlet
イベリコ豚ロースカツレツ仕立て
Arrozo caldoso of the day
本日のアロス・カルドッソ

or

Squid ink fideua (pasta paella)
イカ墨のフィデワ（パスタのパエリヤ）

Arrozo con leche hint of jasmin
ジャスミン香るアロス・コン・レチェ

or

Foie gras crema catalana
フォアグラのクレマカタラーナ
All listed prices are including tax.
当店の 表 示 価 格 は 税 込 表 示 です。

