À LA CARTE
1500

"TARTINES" FOUR WAYS
• 4 kinds of homemade ciabatta open-faced sandwiches
Caprese・"Norvegian" smoked salmon・Grilled vegetables & tapenade・Prosciutto & asparagus
タルティーヌ・薄切りスライスチャバタブレッドの４種類のフレンチスタイルオープンサンド
スモークサーモン・なすのグリル・カブレーゼ・プロシュート

"TERRINE DE FOIES DE VOLAILLE"

1200

• Homemade chicken liver pâté served with baguette
ホームメイド鶏レバーパテ・バゲット添え

1800

MIXED GRILL PLATE
• Sweet soy glazed beef steak, Lamb kofta, & Vietnamese chicken

ミックスグリル・ビーフスサイコロテーキ・ラム肉のコフタ・ベトナム風チキン

1200

GNOCCHI & BLUE CHEESE
• Pan fried gnocchi topped with blue cheese sauce
ニョッキのソテー＆ブルーチーズソース

"YUZUKOSHO" SALMON & AVOCADO TARTARE

1300

• Salmon, Avocado & Japanese citrus-chili paste tartare, served with lemon dill mayonnaise &
sesame bread toasts
サーモン＆アボカドのタルタル
ゆずこしょうとディルマヨネーズドレッシング、セサミバゲットトースト添え

1200

GAMBAS AL AJILLO
• Prawns, garlic & olive oil sizzling pot, served with baguette
シュリンプアヒージョ・バゲット添え

1200

BUFFALO WINGS
バッファローウィングス

CHICKEN ENCHILADA & SALSA VERDE

1200

• Baked cinnamon chicken & cheese wrapped in a tortilla, served on a bed of salsa verde
チキンエンチラーダ・
シナモンチキンのトルティーヤラップ、サルサソース、チーズのオーブン焼き

1500

: LAS CHICAS NACHOS
• Topped with Mexican beef & beans, jalapeño cheese, served with guacamole & salsa
ラスチカスナチョス
メキシカンビーフ＆ビーンズトッピング、グワカモレ、サルサ

1200

BAGNA CAUDA
• Vegetables served with an anchovy, garlic & olive oil hot dipping sauce
バーニャカウダ

1700

TAPAS PLATE
• Chef’s recommendation of 5 today's tapas

タパスプレート・５品本日のシェフのおすすめ

1200

CHEESE PLATE
• Fourme d’Ambert, Camembert & Bresse blue cheese served with baguette
チーズ盛合せ
フルムダンベール、カマンベール、ブレセ・ブルーチーズ、バゲット添え

All prices include taxes
上記料金は消費税を含みます

SPECIALS
2500

ACQUA PAZZA
• Italian style poached seafood with white wine, cherry tomatoes, garlic, olive oil & capers
アクアパッツア
イタリアンシーフードの煮込・トマト、白ワイン、ガーリック,オリーブオイル、ケッパー

2200

CHICKEN PARMIGIANA & POLENTA FRIES
• Breaded chicken topped with tomato sauce & mozzarella cheese served with polenta fries
チキンパルミジャーナ
チキンカツレツ、トマトソース＆モザッレラチーズのオーブン焼き

ポレンタフライ添え

2300

BEEF FAJITAS
• Tex-Mex style grilled beef skirt, paprika & red onion served with lettuce, flour tortilla,
guacamole, smoky salsa & sour cream

テクスメックス風ビーフファフィータ
ビーフのグリルの鉄板焼き・グワカモレ・スモーキーサルサ・サワークリ－ム・トルティア添え

"CONFIT DE CANARD & POMME DE TERRE A LA SARLADAISE"

2600

• French style braised duck leg served with potatoes roasted in duck fat
鴨のコンフィーとフレンチポテトロースト添え

BRAZILIAN STYLE “HARAMI” STEAK & FEIJOADA

2600

• Marinated beef skirt steak served with Brazilian black beans stew & vinagrete salsa
ブラジリアンスタイルハラミステーキ
ヴィネグレットサルサ、“フェジョアダ” ブラジリアン黒豆の煮込み

2600

: OSSO BUCO & PILAF
• White wine braised veal shank & vegetables, served with pilaf rice
オッソブーコ・仔牛すね肉の煮込み、ピラフ添え

SALADS
1700

"SALADE NIÇOISE"

• Southern France style salad of mixed greens, tuna, anchovies, olives, tomato, egg, potatoes & Vinaigrette

ニソワーズサラダ
ニース風サラダ・ツナ、オリーブ、トマト、ゆでたまご、ポテト、アンチョビ＆ヴィネグレットドレッシング

1500

: CALIGULA SALAD
• Lettuce, croutons, bacon, avocado, poached egg & Caesar dressing

カリギュラサラダ クルトン、ベーコン、アボカド、ポーチドエッグ＆シーザードレッシング

• Extra Chicken +200

チキントッピング追加

+200

1500

DAVID SALAD
• Lettuce, feta cheese, paprika, black olives, red onion, avocado & Lemon dressing

デビットサラダ・フェタチーズ、パプリカ、ブラックオリーブ、アボカド＆レモンドレッシング

1500

LAS CHICAS JAR SALAD
• Today’s ingredients layered in a jar

ラスチカスジャーサラダ
本日の野菜やフルーツなどを重ねてガラス瓶に詰めたサラダ

All prices include taxes
上記料金は消費税を含みます

HOMEMADE FLATBREAD PIZZA
1500

MARGHERITA
• Homemade tomato sauce, mozzarella & fresh basil

マルゲリータ・ホームメードトマトソース、モッザレッラ、フレッシュバジル

1500

PUTTANESCA
• Homemade tomato sauce, black olive, capers, garlic, red chili & anchovy
プッタネスカ・ホームメードトマトソース、ブラックオリーブ、ケッパー
ガーリック、レッドチリ＆アンチョビ

1700

QUATTRO FROMAGGI
• Cream cheese, mozzarella, bresse blue cheese, parmesan & Honey
クワトロフォルマージュ・4種類のチーズとハニーのピザ

1500

TODAY’S PIZZA
• Please ask your server for today’s pizza

本日のピザ・スタッフにお尋ねください

PASTA & RISOTTO
All pasta dishes are served with your favorite choice of pasta
お好きなパスタの種類をお選びください

4 SPAGHETTI

LINGUINE

FETTUCCINE

PENNE

スパゲッティー ・リングイネ・フェットチーネ・ペンネ

1500

MARINARA
• Tomatoes, garlic, herbs & onion based sauce

マリナーラ・トマト、ガーリック、ハーブのソース

1500

PESCATORE
• Mixed seafood & white wine sauce

ペスカトーレ・シーフード＆白ワイン

1500

RAGÙ ALLA BOLOGNESE
• Meat based sauce originated in Bologna, Italy
ボロネーゼ・ミートソース

1500

CARBONARA & PANCETTA
• Parmesan & Egg sauce with Pancetta
カルボナーラ＆パンチェッタ

1500

: BOB’S PASTA
• Long time best seller, tomato cream sauce with chicken & mushrooms

ボブスパスタ・ロングタイムベストセール、トマトクリームソース、チキン＆マッシュルーム

JAPANESE STYLE PEPPERONCINO

1500

• Butter & soy sauce with bacon & spinach

ジャパニーズペペロンチーノ・ベーコン＆ホウレン草の醤油ガーリックバター

ANCHOVY & GARLIC SAUCE WITH SEASONAL VEGETABLE
アンチョビ・ガーリックソース季節の野菜

1500
1500

RISOTTO OF THE DAY
本日のリゾット

All prices include taxes
上記料金は消費税を含みます

4 BRUNCH
Saturday,Sunday & Public Holiday 11:30-16:00

LAS CHICAS EGG SLUT 1200

A coddled egg on top of a smooth potato purée, homemade bacon & truffle oil
poached in a glass jar & served with toast

ラスチカスエッグスラット
スムースポテトピュレ、ホームメイドベーコン、トリフオイル、半熟玉子のガラス詰め＆トースト添え

LAS CHICAS BIG BREAKFAST 1600

Two eggs any style, bacon, sausages , Provence style tomato, baked beans, country potato

ラスチカスビックブレックファ−スト
２エッグをお好みのスタイルで！ベーコン、ソーセージ、ベイクトビーンズ、トマト、カントリーポテト

・・・Toppings・・・
Bacon・ベーコン+200 Sausages・ソーセージ+200
Mushrooms・マッシュルーム+200 Tomato・トマト+200 Baked Beans・ベイ
クドビンズ+200
Country Potato・カントリーポテト+200 Toast・トースト+200

EGGS BENEDICT 1400

Ham, two poached eggs & hollandaise sauce served with country potato

エッグズベネディクト・ハム、２ポーチドエッグ、オランデーズソース, カントリーポテト

EGGS FLORENTINE 1300

Spinach, two poached eggs & hollandaise sauce served with country potato

エッグズフロレンティーン・ホウレンソウ、２ポーチドエッグ、オランデーズソース、カントリーポテト

LAS CHICAS NACHOS 1500

Topped with Mexican beef & beans, jalapeño cheese, served with guacamole & salsa
ラスチカスナチョス
メキシカンビーフ＆ビーンズトッピング、グワカモレ、サルサ

TODAY'S PASTA 1500
本日のパスタ・

"SALADE NIÇOISE" 1700

Southern France style salad of mixed greens, tuna, anchovies, olives, tomato, egg, potatoes &
Vinaigrette

ニソワーズサラダ
ニース風サラダ・ツナ、オリーブ、トマト、ゆでたまご、ポテト、アンチョビ＆ヴィネグレットド
レッシング

: CALIGULA SALAD 1500

Lettuce, croutons, bacon, avocado, poached egg & Caesar dressing

カリギュラサラダ クルトン、ベーコン、アボカド、ポーチドエッグ＆シーザードレッシング

Extra Chicken +200

チキントッピング追加

+200

DAVID SALAD 1500

Lettuce, feta cheese, paprika, black olives, red onion, avocado & Lemon dressing

デビットサラダ・フェタチーズ、パプリカ、ブラックオリーブ、アボカド＆レモンドレッシング

LAS CHICAS JAR SALAD 1500

Today’s ingredients layered in a jar

ラスチカスジャーサラダ 本日の野菜やフルーツなどを重ねてガラス瓶に詰めたサラダ

All prices included taxes
上記料金は消費税を含みます

BURGER & SANDWICHES
: Las Chicas Burger 1500

200g patty,homemade bun,original cocktail sauceserved with shoestrings
ラスチカスバーガー

Toppings
Cheese+100 Jalapeño+100 Bacon+200 Avocado+200
チーズ+100 ハラペーニョ+100 ベーコン+200 アボカド+200

Crispy Chicken Wrap 1300

Chicken cutlet, lettuce, tomato, red onion &
tartar sauce wrapped in a flour tortilla, served with shoestrings
クリスピーチキンラップ
チキンカツ＆タルタルソースの
トルティアラップサンド、フレンチフライ添え

Hot Roast Beef Sandwich 1600

ホットローストビーフサンド・フレンチフライ添え

Pork Quesadillas 1300

Tortilla stuffed with BBQ spiced pork & cheese,
served with smoky salsa & guacamole

ポークケサディア
とろけるチーズとメキシカンポークの
トルティアグリルサンド
スモーキーサルサ＆グアカモレ添え

Chicken Club Sandwich 1500

Chicken, bacon, lettuce, tomato & mayonnaise sandwich served with shoestrings
チキンクラブサンド・フレンチフライ添え

Chicken Kebab Sandwich 1300

Turkish style grilled chicken, lettuce, tomato, red onion
& yoghurt sauce served in pita bread, served with shoestrings

チキンケバブサンド
グリルチキンのトルコ風サンド、フレンチフライ添え

Croq’ Monsieur 1400

French Style grilled ham & cheese sandwich served with shoestrings
クロックムッシュ フレンチスタイル
ハム＆チーズグリルホットサンド、
フレンチフライ付

Go Croq’ Madame +100

Fried egg Topping
クロックマダム目玉焼きトッピング

All prices include taxes
上記料金は消費税を含みます

BAR NIBBLES
Hummus dip with Pita 800

ハムスディップ
ひよこ豆のディップ＆ピタブレッド

Potato Wedges 900
Las Chicas original fried potato wedges
topped with sour cream & sweet chili sauce

ポテトウエッジ
サワークリーム＆スイートチリソース

Stromboli 900
Turnover filled with homemade Italian sausage,
mozzarella cheese & basil

ストロンボリ
イタリアンソーセージ、モッザレラ、バジルの
ピザ風ロール

Fish & Chips 1100
Served with tartar sauce & shoestrings

フィッシュ＆チップス
タルタルソース、フレンチフライ

Guacamole & Tortilla Chips 800

グワカモレディップ＆トルティアチップス

Shoestrings & Harissa Mayonnaise 800
フレンチフライ＆ハッリッサのマヨネーズ

Marinated Black & Green Olives 600
グリーン＆ブラックオリーブのマリネ

Mixed Nuts 500
ミックスナッツ

All prices include taxes
上記料金は消費税を含みます

