Tartine
Variety tartines to bite!

Home made charcuterie

500 / 2pieces

Jambon blanc, Azumino pork leg ham

700

おつまみに２品どうぞ！

安曇野放牧豚の”ジャンボンブラン”

Tuna tartar

Brezaora, Tokachi veal ham

マグロのスパイシータルタル

十勝若牛のハム”ブレザオラ”

Ishino farm's tomato Checca

Venison Pate de Campagne

石野さんのトマトのケッカ

エゾジカのパテ・ド・カンパーニュ

Azumino Pork Rillettes

Salmon and mushroom terine

安曇野放牧豚のリエット

鮭と茸のテリーヌ

Homemade yogurt and pear

Sweet potato and pumpkin cake sale

洋梨ジャムと自家製ヨーグルト

サツマイモとカボチャのケークサレ

Light dried mackrel riette

Azumino pork and milk terrine

越田商店”鯖香熟漬”のリエット

安曇野放牧豚とミルクのテリーヌ

Bagguet

Cheese and dried fruit terrine

300

ライ麦の自家製バケット
Homemade flat bread

200

Hard cheese "Rakuka"

500

酪佳〜旨味のハードチーズ〜
700

Blue cheese "KIMAGURE Blue"

550

ブルー〜日本有数のブルーチーズ〜
850

Cow cheese " SARABETSU Wash"

500

さらべつウォッシュ
750

"OISHII" Camambert

500

おいしいカマンベール
700
750
750

"Mukashinoaji egg" and Aonori frittata

3 kinds cheese platter

1,200

お任せチーズ３種盛り

チーズとドライフルーツのテリーヌ

自家製フラットブレッド

Cheese from Hokkaido

Assorted tartine, charcuteries
& cheese

1,800

お任せタルティーヌと
シャルキュトリー

700

"昔の味卵"と青海苔のフリッタータ

Tapas
Fresh Oyster with lemon

500

仙鳳趾のめちゃくちゃクリーミーな生牡蠣
700

高野豆腐の”ハムス”と自家製フラットブレッド
650

ビーツとザクロの”赤い”サラダ

700

Potato salad

650

たっぷりの玉葱を使ったノーマヨポテサラ

Salad with yogurt, celery & persimmon

650

自家製ヨーグルトとセロリ、柿のサラダ

Sardine confit with marinated mushroom

900

丸々大羽鰯のコンフィとキノコのマリネ

Spicy crab and vegetables cake

900

スパイシークラブケーキ、タジキソース

Sauteed light dried sardine with red wine sauce

950

越田商店”無添加鯖香熟漬け”のステーキ
1,100

いろいろシーフードフリット、ロメスコソース

Stewed Lamb meat ball with tomato "Albondigas"

1,100

ミートボールのトマト煮”アルボンディガ”
1,100

香り豊かな原木椎茸とエビのアヒージョ
Stewed venison and red wine with sour cream

Baba Ghanoush with homemade flat bread

長茄子の”ババガヌー”とフラットブレッド

Beets and pear salad

Log's Shiitake mushrooms and shrimp ahijo

600

仙鳳趾の美味しい焼き牡蠣とケッカ

Hummus with homemade flat bread

Fried seafood mist with Romesco

Bakes Oyster with Checca

Quick smoked tuna head meat with apple wood

1,100

マグロの”脳天”ステーキ、リンゴの木の瞬間燻製
1,100

鹿肉の香味野菜煮込み、タラゴンクリーム

SARU style lamb and eggplant "Mussaka"

1,100

米茄子とラム肉のSARU風”ムサカ”

Grilled Brochette on lava stone

Pasta & Rice

〜オリジナルスパイスの串焼き〜

Marinated pork belly with yogurt, curry spices and sesame paste

550

豚バラ肉、ヨーグルトとカレー粉、ゴマ
Marinated shrimps with lemon grass and cajun spice

”茶路めん羊牧場”羊肉のタジン
550

海老３尾、レモングラスとケージャンスパイス
Marinated mutton with original spice

Tagine of lamb, vegetables and beans

2,400

1,500
Sicilian style stewed sardine and raison, fusilli pasta

鯖とフジッリのシチリア風ラグーパスタ

650

茶路めん羊牧場羊肉、ケバブ風オリジナルスパイス
Marinated swordfish with paprika powder and Shiokoji

550

メカジキ、パプリカパウダーと塩麹

Prices are subject to consumption tax. 価格は全て税抜表示です。

