
♦フラオニセット

♦サラダピザセット

♦パテセット

サッポロえびす or アサヒ熟撰（中瓶）、イタリアワイン 500ml
( 赤・白 )とオススメの一品をお得なセットメニューで！

ビールセット　1150
ワインセット　2050

ビールセット　1100
ワインセット　2000

ビールセット　1200
ワインセット　2100

 ♦ちきん串カツ (2 本 ) セット
ビールセット　1150
ワインセット　2050

ビール・ワインセット
モルト

ボウモア 12 年　　　　 750

ラフロイグ 10 年 　　　750

アードベッグ 10 年 　　850

カリラ 10 年           850

タリスカー 10 年       700

グレンリベット 12 年   700

スコッチ

バランタイン　　　　　500

ホワイトホース　      430

バーボン

フォアローゼズ　　　　500

ジャックダニエル　　　750

ワイルドターキー 8年　800

日本酒数銘柄ご用意して

おります。

酒　　　　1杯 600～700

イタリアワイン

　       グラス　 480

       デキャンタ 1480

スパークリングワイン

　　　　ボトル　3900

　　　　　　　　4800

ウイスキー etc

挨拶代わり　200
定食セット　ご飯、味噌汁、サラダ　250

価格はすべて税別表示です

定食・ドリンクセット ご飯、お味噌汁、サラダ、ドリンク
(コーヒー、アイスコーヒー、紅茶、アイスティ、オレンジジュース

りんごジュース）　  550

パスタのサラダ、ドリンクセット    350

♦牡蠣とベーコンとほうれん草のクリームソースのパスタ　1180
♦牡蠣ときのこの和風パスタ 1180 ( 牡蠣のパスタは 10～3 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の季節メニューです )

♦豚バラトマトカレー　650
♦キーマカレー　　　　650

♦大宮ナポリタン　     900



ベジタリアン

夜カフェディナー ステーキ＆パスタディナー

1.選べるサラダ

・もやしとサラダポークのサラダ

・トマトドームのポテ玉サラダ

・グリーンサラダ

2真鯵のカルパッチョ

3. 野菜のオムレツ

4. 選べる肉料理

 ・チキン南蛮

・鳥もも肉の黄金揚げ

・豚肉の生姜焼き

5. 選べるパスタ

・大宮ナポリタン

・柚子胡椒のボンゴレ

・プッタネスカ

・カルボナーラ

５皿のお料理をシェアして

いただきます。

お一人 1800 円

1, 地中海風シーフードサラダ

2. オードブル 3品盛合せ

3. オージービーフの　

　　　 ランプステーキ (100g)

4. お好きなパスタをお選びください

3280 円 ( お一人様）　
2980 円 (2 名様でご注文時の 1名様あたり）

サラダ、オードブルはシェアしていただきます。

ステーキ、パスタは一人一皿です。

価格はすべて税別表示です

大宮ナポリタンコース
飲み放題、歓送迎会などにご利用ください！

1. サラダポークともやしのサラダ
2. オードブル４品盛合せ
3. チキン南蛮
4. エビフライ
5. 大宮ナポリタン

3800 円２５名以上で貸切可



揚げ物 パスタ
鯵フライ　　   680～780

海老フライ (2 本 )　 480

ちきん串カツ (2 本 ) 480

牡蠣フライ (2 粒 )   480

チキンカツ          380　

オーブン焼き

ブラックタイガーの

　ガーリックグリル (5 尾 )　880

今日の魚のグリル・ソテー　

　　　　　　　　　　 680～1400

牡蠣の炙り (2 粒 )　　480

肉料理

栃木産ホワイトポークの

 生姜焼き (150g)　   730
ポークソテー 150g   990

             200g  1340

             300g  1980

オージービーフの

ランプステーキ 150g 1590

　　　　　　　200g  2120　

USA ビーフの

ヒレステーキ  150g  2100

              200g  2800　

BBQ チキン          680

イタリアンチキン　 730

チキン南蛮         730

パテ・ド・カンパーニュ

　　　　　　　　　 580

ロースハム　　　　 680　

もうひとつの

大宮ナポリタン　980

柚子胡椒のボンゴレ　980

鳥挽肉と蕪のクリームソース

　　　　　　　　　1080

烏賊と明太子のクリームソース

　　　　　　　　　1080

アサリのクラムチャウダー風

　　　　　　　　　1080

燻製ニシンと季節の野菜の

　ペペロンチーノ　1080

大きな海老のトマトクリーム

　　　　　　　　　1180
魚介のトマトソース

ペスカトーレ　　　1280

定食セット　ご飯とお味噌汁　250 円

パスタのサラダ、ドリンクセット 350 円

定食・ドリンクセット ご飯、お味噌汁、サラダ、ドリンク
(コーヒー、アイスコーヒー、紅茶、アイスティ、オレンジジュース

りんごジュース）　
550

４種揚げ盛りセット

ちきん串カツ

海老フライ

牡蠣フライ

鯵フライ　　980

定食セット ご飯、お味噌汁　      250

価格はすべて税別表示です



サラダ 円盤

魚介料理

地中海風シーフードサラダ　880

鯵フライ　　              720

海老フライ (2 本 )         500

牡蠣フライ (2 粒 )         500

鯵のカルパッチョ　        720

蛸と帆立と今日の魚のカルパッチョ　1200

ブラックタイガーのグリル　880

今日の魚のソテー・グリル  680～1400

シーザーサラダ　800

エビとアボカドのサラダ 800

地中海風シーフードサラダ　880

トルティーヤとパリ麺サラダ　650

トマトドームのポテ玉サラダ 780

もやしとサラダポークのサラダ　680

生ハムカプレーゼ　980　ハーフ 580

THE・ピザ　　     880

タルト・フランベ　880

ルッコラと生ハムのサラダピザ 680

トルティーヤとパリ麺サラダ 　780

前菜 etc
自家製のパテ        580

自家製ロースハム    680

ピクルスとキノコのマリネ　580

スモーク牡蠣のオイル漬　480  

オイルサーディン　　480　

ミックスナッツ　　　480

ビーフジャーキー　　580

フライドポテトとオニオンリング　630

揚げたてポテチ　　　380

ベーコンとチーズのパステス　500

ベーコンとマッシュルームと野菜の

　　　　　　オムレツ M 620  L 820


