P LATTER

3 kinds of Raw Oyster Platter

1,200

6 kinds of Raw Oyster Platter

2,200
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生牡蠣3種盛り合わせ

※内容はスタッフにお尋ねください。
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生牡蠣6種盛り合わせ

※内容はスタッフにお尋ねください。

WIN E

11am -5pm

HAPPY HOUR

SPA RKLING
Larus Spumante Brut Trebbiano

/ Italy ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400

2,200

/ Italy ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300

1,600

ラルス スプマンテ ブリュット トレッビアーノ
フレッシュで爽やかな味わいの辛口

WHI TE
Primi Soli Trebbiano
プリミ ソリ トレッビアーノ
程よい余韻と軽い飲み口

SPA RK L I NG
Gran Livenza Cava Brut NV
グラン リベンザ カヴァ ブリュット NV

RO S E
/ Spain ・・・・・・ 500

キメ細かな泡、キリッとした辛口

Veuve du Vernay RosÉ
ヴーヴ デュ ヴェルネ ロゼ

Casa Vinicola SARTORI Pinot Grigio
Blush / Italy・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カーサ ヴィニコラ サルトーリ ピノ グリージョ ブラッシュ

/ France

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

600

果実味と柔らかい泡の調和が見事

WHI TE
Toutou Ivre Blanc / France ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500

600

華やかな香りのヴェネト産のロゼワイン

RED
Toutou Ivre Rouge / France ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500

トゥトゥ イーヴル ルージュ

まろやかな口当たりとフルーティーな飲み口

トゥトゥ イーヴル ブラン

口当たりが良く、フルーティー

Redwood Creek Chardonnay
レッドウッド クリーク シャルドネ

/ America

・・

600

熟した梨の香り、スムースな口当たり

Andrew Peace Winemakers Notes Sémillon
Sauvignon Blanc / Australia ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600

O RAN GE
Ch. Mars Koshu Orange Gris
シャトー マルス 甲州 オランジェ グリ

/ Japan ・・・・・ 700

渋みと旨みが特長的なオレンジワイン

アンドリュー ピース ワインメーカーズ ノート セミヨン ソーヴィニョン ブラン

トロピカルフルーツのアロマ、キリッとした後味

The price does not include taxes.

on

Cauti

表示価格には別途消費税がかかります。

Consuming raw oysters may caused you are sick. Please have an extra caution if you have never eaten oysters or have occurred sick experience.
Even thought oysters are nutritious food, please avoid eating oysters especially for elderly, pregnant women, children or any customers who feels tired and sick.
生牡蠣をお召し上がりになることで体調不良を引き起こす原因となることがございますので、
過去に体調不良を起こした経験のある方、
初めて食される方はご注意ください。
特に過労時、
体調に不安がある時、
また、
ご高齢の方、
妊娠中の方、
お子様は生牡蠣はお控えください。
牡蠣は栄養価の高い食品でありますが、
食べ過ぎるとことで消化器官に負担をかけ、
体調不良を
引き起こすことがありますので、
食べ過ぎにご注意ください。

〈For customers with food allergies〉1) An allergen list of 27 items is available. Please feel free to ask our staff. 2) Shrimps and crabs may be contained in the seafood ingredients we use at our restaurant.
3) Tolerance against allergen varies among individuals. Since our preparation and cooking process involves shared cookware and dishwasher, please be extra cautious if you react to a slight amount of allergen.
＜食物アレルギーが心配なお客様へ＞ 1.当店ではアレルゲン27品目の使用リストをご用意させていただいておりますので係りの者にお尋ねください。2.当店で使用している魚介類には、えび・かに等が混在している場合があり
ます。3.アレルギー物質に対する感受性には個人差があります。使用する原材料の製造工場や店舗内においては、同一の調理器具・洗浄機を使用しておりますので、微量でも反応してしまう可能性のあるお客様はご注意ください。

P A ST A

Oyster
Pescatore

1,250

牡蠣の海鮮トマトソースパスタ

Oyster Peperoncino
牡蠣のペペロンチーノ

1,200

Oyster Chowder with Spageti
1,250

牡蠣のチャウダーソースパスタ

P L A T E D IS H

Oyster & Seafood Curry

Fried Oyster Lunch（with Rice）

Oyster Lasagna &
Clam Chowder

Grilled Salmon Plate

1,200

牡蠣のシーフードカレー

牡蠣のラザニア＆クラムチャウダー

1,490

SET DRIN K

Please help yourself.

本日の国産牡蠣フライランチ（ライス付き）

1,390

グリルサーモンプレート

Coffee or Tea
コーヒー or 紅茶

The prices are subject to consumption tax.

1,350

+

200

表示価格は税抜きとなります。

