
腹ペコの君にお届けしたい.....

ガッツリ系！定番魚介パエリア！

ワイルドに海を食べつくせ！

シーフードパエリア
～あさり・ムール貝・帆立・エビ・タコ・イカ～ 1�30YEN

   ￥1630    ￥1790

シーフードとお野菜の
ブイヤベース風パエリア �180 YEN

   ￥1480    ￥1640

サイドメニューがついたスタンダードセットや少し甘いものがほしい時に

ぴったりな、5種類から選べるミニデザートセット！気分に合わせて選べる

セットメニューをご用意しました♪

パエリアだけじゃ少し物足り

ないアナタに！サイドメニュー

が付いたセットがオススメ☆

6rr/pZs

・ナチョスチップス ・サラダ ・デリ

スタンダードセット
￥300　

jZa) Uya) エビの旨みがプラス

・ナチョスチップス ・サラダ ・デリ

スタンダードセット

￥300　
ミニデザートセット

・ナチョスチップス・サラダ・5種から選べるミニデザート

￥460
下記から１つお選びください

・マンゴー

・バニラ ・季節限定
（詳しくはスタッフまで）

・チョコミント ・ベリー

ミニパフェラッチョ (5種 )



【当店は税抜き価格にて表示しております】 

ローストチキンとアボガドの
チリコンカンパエリア 1��0YEN

   ￥13�0 　    ￥1460 

じゃが揚げとキノコの
明太子風パエリア 940YEN

   ￥14�0    ￥1240 

ルーム貝、ほたて、アサリ＆キムチの
コリアンパエリア 1090YEN

   ￥1390    ￥1�50

パプリカ、ズッキーニ、茄子、
野菜いっぱいのトマトパエリア 980 YEN

   ￥1280    ￥1�40

ありそうでなかった？みんながダイスキなあの味とパエリアがコラボレーション！

色々な国の美味しい味を、パエリアが縦横無尽！！

鮭ときのこ、三ツ葉の
白味噌クリームパエリア �1�0 YEN

   ￥14�0　    ￥1560

牛肉と温玉の
ハヤシライス風パエリア 1230YEN

   ￥1530    ￥1690

アボカドとグリルドチキンの
テリマヨパエリア �1�0 YEN

   ￥14�0    ￥1560

エビマヨとアボカドの
スイートチリソースパエリア �150 YEN

   ￥1450    ￥1610

アボカドとダッカルビ風のパエリア1280 YEN

   ￥1580    ￥1740
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スパイシーなフライドチキンの
チリトマトパエリア 1��0YEN

   ￥13�0    ￥1460 

パエリアのボリュームに合わせて、選べるセットメニュー！

ちょっと食べたいときも、ガッツリ食べたいときも気分に合わせてチョイス♪

パエリアの後にぴったりな

サイズのデザートが 5 種類

から選べる！ 

6rr/pZs

・ナチョスチップス ・サラダ ・ミニデザート

ミニデザートセット
￥460

ナスと温泉玉子の
焼きキーマカレーパエリア 980YEN

   ￥1�40    ￥1280

ちょっぴりスパイシーな味が食欲そそるパエリア！

アツアツＨＯＴなパエリアを召し上がれ★

・ナチョスチップス ・サラダ ・デリ

スタンダードセット

￥300　

￥460

ローストチキンとアボガドの
チリコンカンパエリア 1��0YEN

   ￥13�0    ￥1460 

ミニデザートセット

・ナチョスチップス・サラダ・5種から選べるミニデザート

￥460

・マンゴー

・バニラ ・季節限定
（詳しくはスタッフまで）

・チョコミント ・ベリー

下記から１つお選びくださいミニパフェラッチョ (5種 )
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パエリアなのにドリア、ドリアなのにパエリア！？

ピーシーズだけの、こんがりクリーミーな素敵な出会いは、

ヤミツキになること間違いなし！

クリーミーなホワイトソースとサフランライスの

おこげがベストマッチ！なパエリア☆

カリとろ食感がたまらない・・・！

【当店は税抜き価格にて表示しております】 

チキンとキノコの
ふわとろオムレツドリア 1030YEN

   ￥1�30    ￥1490

ホタテ貝とアサリ、じゃが芋の
クリーミーパエリア 1��0  YEN

   ￥13�0    ￥1460 
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アボカドと海老のクリーミーパエリア �180 YEN

   ￥1480    ￥1620
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たっぷりチーズのデミグラストマト
ハンバーグドリア �150YEN

   ￥1450    ￥1610

ヤリイカとほうれん草の明太子風
チーズドリア 1030YEN

￥1�30    ￥1490 

チキンと焼きトマト・茄子の
トマトクリームパエリア 1��0  YEN

   ￥13�0    ￥1460



【当店は税抜き価格にて表示しております】 
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具だくさんでメキシカン★な味わいのコブサラダ、

ジューシーチキンとチーズのコクがやみつきの

シーザーサラダの迷っちゃう２種類！

ピーシーズサラダ！

Salade Salade 

赤/白 460 YEN

��L530 YEN

ハートランド(330ml ) 630 YEN

ビールBEER BEER 

WINE 本日のグラスワインWINE 

COCKTAIL 
・カシスオレンジ
・カシスソーダー
・カシスアイスティー
・あんずとマンゴーのとろみ酒
・あんずスカッシュ

カクテルCOCKTAIL 

980~
YEN

チョコラッチョ ベリー グッチョ

カラフルなパフェが登場！！
見た目もかわいい、パフェラッチョを
こころゆくまで楽しんで★

パフェラッチョ

Parfait
la cho
Parfait
la cho
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具だくさん！メキシカンコブサラダ
~海老・アボカド・玉子・じゃが芋~

690
YEN

炙りチキンのシーザーサラダ
~半熟玉子とパルメザンチーズをかけて~

6�0
YEN

半熟卵と野菜が絡み合う

トロシャキサラダ☆

最後まで飽きない

具だくさん満足サラダ♪

※ パフェラッチョの詳 細は
別メニューを参 照してください。 

・フライドチキンとナチョス
・ポテトナチョス
・やみつきフライドポテト 《プレーン》
　　　　　　　　　　   《メキシカンスパイス》
　　　　　　　　　       《チェダーチーズディップ》

540 YEN

630YEN

360 YEN

370 YEN

4�0 YEN

ワイワイごはんしたいときにはホットタパスでテーブルをハッピーに！

おしゃべりしながら、つまむのにもぴったりなラインナップ★

ホットタパス！
TAPASTAPAS

エキゾチックなサイドデッシュにタコスはいかがですか？お気に入りの

具とディップをくるくる巻いて、ジューシーおいしー！！

タコス★タコス
Taco TacoTaco Taco

690 YEN

790 YEN

・スパイシーチキンファヒータタコス
・シーフードファヒータタコス
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BLANCO-ブランコ-
ピーチシロップ
　　×
バニラアイス
　　×
ミルフィーユパイ

NEW

NARANJA-ナランハ-
マンゴーシロップ
　　　×
マンゴーアイス
　　　×
　ココアクッキー

NEW

4ASUL-アスール-
ブルーハワイシロップ
　　　×
チョコミントアイス
　　　×
　　ミント

NEW

3

カラフルフロート
しゅわっとはじけるカラフルソーダにアイスが
トッピングされたフロートが新登場！
あなたはどの色が好き？？colorful floatcolorful float

ソフトドリンク

オレンジジュース
450 YEN

アップルジュース
450 YEN

マンゴージュース
450 YEN

クランベリージジュース
450 YEN

ジンジャーエール
450 YEN

コーラ
450 YENコーヒー

(HOT/ICE)

450 YEN

カフェラテ
(HOT/ICE)

520 YEN

アールグレー
(HOT/ICE)

450 YEN

Slyh/i([
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VIOLETA-ビオレータ-
ラベンダーシロップ
　　×
バニラアイス
　　×
チョコチップ

NEW

1 ROJO-ロッホ-
ラズベリーシロップ
　　　×
ストロベリーアイス
　　　×
　　 ベリー

NEW

2

650
YEN
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Soft drinkSoft drink


