ese be
pan
ef
Ja

国産牛

100 ％

brooklyn

appetizer

＊ 牛肉は、100％国産牛
を使用しております。

手羽先 Chicken wings

￥680

オリーブ Olives

￥380

枝豆 Boiled green soybeans

gourmet burger

丸餅餃子

チェダーチーズ
Cheddar cheese

￥1,100 → ￥799

チェダーチーズ

Cheddar cheese

モッツァレラチーズ
Mozzarella cheese

￥1,100 → ￥799

Maru-mochi dumplings

フライドポテト French fries
スペアリブ Spareribs
生ハム Prosciutto

タコのフリット

アボカドチェダー

Avocado and Cheddar cheese

￥1,200 → ￥899

Avocado and Mozzarella cheese

アボカドモッツァレラ

￥1,200 → ￥899

Avocado and Mozzarella cheese

フライドポテトセット French fries

￥980

チキンオーバーライス
Chicken over rice

￥150

￥980

￥780

￥680
￥380

スペアリブ
Spareribs

生ハム

Prosciutto

salad
Caesar salad

￥780

Insalata caprese

￥880

カプレーゼ
Chicken and Waﬄes

￥1,200

Assorted cheese

ミックスナッツ Mixed nuts

手羽先

Chicken wings

￥500

￥680

シーザーサラダ

ワッフルチキン

￥580

Deep-fried octopus

チーズの盛り合わせ

アボカドモッツァレラ

￥380

カプレーゼ

Insalata ｃaprese

全て税込み価格にて表示しています。The above prices include taxes.

little italy in

brooklyn
mills

chinatown in

brooklyn
mills

pizza
マルゲリータ
Margherita

ミックスピザ
Mix pizza

￥680

丸餅餃子

Maru-mochi dumplings

￥780

麻婆豆腐

エビとアボカドのピザ

Mapo tofu

Shrimp and Avocado ￥880

￥580

￥580
丸餅餃子

マルゲリータ Margherita

pasta
バジルとモッツァレラのトマトパスタ

手羽先

Spaghetti with Mozzarella and Bazil tomato sauce

￥790

Spaghetti with Eggplant and Pancetta tomato sauce

￥790

Carbonara

￥890

Spaghetti with Shrimp and Genovese sauce

￥890

茄子とパンチェッタのトマトパスタ
カルボナーラ

エビのジェノベーゼ

Maru-mochi dumplings

Chicken wings

スペアリブ
Spareribs

￥680

￥1,200

全て税込み価格にて表示しています。The above prices include taxes.

cakes & ice cream

drink menu
draft sparkling wine ドラフトスパークリングワイン

樽生スパークリング/ グラス Draft sparkling wine / A glass of wine ￥600

house wine ハウスワイン
イチゴとクランベリー

Strawberry and Cranberry cake

￥600

アップルパイ＆バニラアイス

Apple pie and Vanilla ice cream

￥750

ブラウニー＆バニラアイス
Brownie and Vanilla ice cream

￥750

グラスワイン（ 赤・白） A glass of wine (Red or White)

カラフェ（赤・白） A carafe of wine (Red or White)

￥480

￥1,480

bottle wine ボトルワイン
sparkling wine

カンティネ・ピローヴァノ スプマンテ グラン・キュヴェ・ブリュット
￥2,300
Cantine Pirovano Spumante Gran Cuvee Brut
アスティ・スプマンテ Asti Spumante

紅茶のシフォンケーキ
English tea chiﬀon cake

￥600

ベイクドチーズケーキ
Baked cheese cake

￥600

レモンケーキ
Lemon cake

red wine
￥600

ベリンジャー メルロー Beringer Melrot

ベリンジャー カベルネ・ソーヴィニヨン

￥3,200
￥2,900

Beringer Cabernet Sauvignon

￥2,900

The Tapas Wine Collection Tempranillo

￥3,200

ザ タパス ワイン コレクション テンプラニーリョ

white wine
ベリーのパンケーキ
Berry pancakes

￥880

メイプルパンケーキ

Maple syrup pancakes

￥880

バニラアイスクリーム
Vanilla ice cream

￥500

ザ タパス ワイン コレクション ヴェルデホ

The Tapas Wine Collection Verdejo

パランガ キリ・ヤーニ Paranga Kir-Yianni

￥3,200
￥3,500

全て税込み価格にて表示しています。The above prices include taxes.

draft beer 生ビール

アサヒ スーパードライ Asahi Super dry

￥650

craft beer クラフトビール

ギネス エクストラスタウト Guinness Extra Stout

【アイルランド】

レーベンブロイ Löwenbräu 【ドイツ】

バス ペールエール Bass Pale ale 【イギリス】

ヒューガルデン ホワイト Hoegaarden White 【ベルギー】
カールスバーグ クラブ Carlsberg 【デンマーク】
シメイ レッド Chimay Rouge 【ベルギー】
シメイ ブルー Chimay Bleue 【ベルギー】
シンハー ビール Singha Beer 【タイ】
333

バーバーバー

Ba Ba Ba 【ベトナム】

コロナ・エキストラ Corona Extra 【メキシコ】

フラーズ ESB Fuller's ESB 【イギリス】
ブルームーン Blue Moon 【アメリカ】
ハイネケン Heineken 【オランダ】

whisky ウイスキー
角 Kaku

ロック / 水割り / ソーダ割り / ハイボール

Whisky served : On the rock, with water, with soda, or with Highball.

￥620
￥680

山崎 Yamazaki

￥680

白州 Hakushu

￥840
￥780

￥780

ジャックダニエル Jack Daniel's

￥980
￥840
￥840
￥880
￥880
￥880
￥780

￥680

I.W.ハーパー I.W. Harper

フォアローゼス Four Roses

￥880

￥680

バランタイン Ballantine's

￥780
￥880

￥680

マッカラン Macallan

￥580
￥580

カナディアンクラブ Canadian club

￥680
￥580

デュワーズ ホワイトラベル Dewar’s White Label

shochu 焼酎

ロック / 水割り / お湯割り

Shochu served : On the rock, with water, or with hot water.

からり芋 Karari Imo ＜Karari Imo sweet potato shochu＞
和ら麦 Wara Mugi ＜Barley shochu＞

sour【shochu cocktails】サワー

￥500

生搾りレモンサワー Fresh lemon sour

￥550

生搾りライムサワー Fresh lime sour

￥550

生搾りグレープフルーツサワー Fresh grapefruit sour
生搾りオレンジサワー Fresh orange sour

バイスサワー Baisu sour ＜Shochu with Japanese herb juice＞

ウーロンハイ Oolong hai
全て税込み価格にて表示しています。The above prices include taxes.

￥500

ジャスミンハイ Jasmine hai

￥550
￥550
￥550
￥500
￥500

cocktail カクテル

coffee コーヒー

liqueur base

gin base

ブレンドコーヒー Blended coﬀee

￥480

カシスウーロン Cassis oolongtea

ジンバック Gin buck

アイスコーヒー Iced coﬀee

￥480

カシスオレンジ Cassis orange
カルーアソーダ Kahlua soda

カンパリソーダ Canpari soda
カシスミルク Cassis milk

￥580

レゲエパンチ Reggae punch

ファジーネーブル Fuzzy navel
シンフォニー Symphony

ライチオレンジ Lychee orange
チャイナブルー China blue

ジントニック Gin tonic

ジンライム Gin lime

￥580
￥680

tequila base

テキーラトニック
Tequila tonic

テキーラサンライズ
Tequila sunrise

￥580
￥680

マリブオレンジ Malibu orange

vodka base

マリブミルク Malibu milk

スクリュードライバー

マリブコーク Malib coke

カルーアミルク Kahlua milk

カンパリオレンジ Canpari orange

スプモーニ Supmoni

￥580

rum base

￥580

Amaretto ginger
Italian iced tea

Screwdriver

ラムトニック Rum tonic

アマレットジンジャー
イタリアンアイスティー

ソルティードック Salty dog

￥680

ラムコーク Rum coke

￥680

アメリカンコーヒー American coﬀee
カフェラテ（ホット・アイス） Cafe latte (Hot or Ice)

カフェモカ（ホット・アイス） Cafe mocha (Hot or Ice)

キャラメルラテ（ホット・アイス） Caramel latte (Hot or Ice)

シナモンラテ（ホット・アイス） Cinnamon latte (Hot or Ice)

tea 紅茶

紅茶（ホット・アイス） Tea (Hot or Ice)

ロイヤルミルクティー（ホット・アイス） Royal milk tea (Hot or Ice)
キャラメルロイヤルミルクティー（ホット・アイス）

￥480
￥550

￥600
￥600
￥600
￥480
￥550

Caramel Royal milk tea (Hot or Ice)

￥600

ジャスミンティー Jasmine tea

￥480

ウーロン茶 Oolong Tea

others その他

￥480

カナダドライジンジャーエール Ginger ale

￥480

オレンジジュース Orange juice

￥480

コカコーラ Coke

グレープフルーツジュース Grape fruit juice
ココア（ホット・アイス） Cocoa (Hot or Ice)

￥480
￥480
￥600

全て税込み価格にて表示しています。The above prices include taxes.

