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Special topping Grilled

Oyster

3 Kinds of Assorted Grilled Oyster

焼き牡蠣3種盛り合わせ ¥1,480

［税込¥1,628］

5 Kinds of Assorted Grilled Oyster

焼き牡蠣5種盛り合わせ ¥2,380

L’Ecailler Platter

［税込¥2,618］

Grilled

レカイエプレート ¥1,990

Grilled oysters with white sauce and spinach

［税込¥2,189］

▶漬け牡蠣 ▶炙り牡蠣 ▶胡麻牡蠣 ▶生牡蠣

ホワイトソースとほうれん草の焼き牡蠣 ¥530[税込¥583]

4種盛り合わせです。

定番の”ロックフェラー”を焼き牡蠣にしました。

Raw

Grilled Oyster with Herbed Garlic Butter

Marinated Oyster w/Sudachi Citrus

漬け牡蠣とすだち

ガーリックバターと香草パン粉の焼き牡蠣 ¥530[税込¥583]
定番のガーリックが効いた香草パン粉の焼き牡蠣です。

¥580[税込¥638]

さっと牡蠣醤油に漬けました。すだちの爽やかな香りがよく合います。

Oyster Rockefeller with Truffle Tartar Sauce

Grilled Oyster w/KOUSHIN DAIKON Radish

トリュフの香りがする贅沢なタルタルソースの焼き牡蠣です。

トリュフタルタルソースの焼き牡蠣

¥580[税込¥638]

炙り牡蠣と紅芯大根おろし

¥530[税込¥583]

Grilled Oyster with Sea Urchin and Oyster Soy Sauce
ウニと牡蠣醤油の焼き牡蠣
¥530[税込¥583]

さっと牡蠣醤油に漬け、炙りました。
甘みの強い紅芯大根おろしでさっぱりとお召し上がりください。

当店人気NO1のウニと牡蠣醤油の焼き牡蠣です。

Our Special! Sesame Oyster

Grilled oysters with Tomato sauce and cheese

牡蠣と特製ゴマダレ 〜胡麻牡蠣〜 ¥580[税込¥638]

トマトソースとチーズの焼き牡蠣

福岡名物「胡麻さば」を牡蠣にアレンジしました。

相性の良いトマトソースとモッツァレラチーズの焼き牡蠣です。

¥530[税込¥583]

Hot
カキフライ Breaded Oyster
2p¥720［税込¥792］/ 3p¥1,080［税込¥1,188］/ 4p¥1,380［税込¥1,518］

ホットオイスター
プレート

サクサクした衣、ジューシーな旨味あふれる一品。

牡蠣のバターソテー Butter Sauteed Oyster
2p¥780［税込¥858］/ 3p¥1,170［税込¥1,287］/ 4p¥1,480［税込¥1,628］

¥1,150

［税込¥1,265］

外はカリっと中はふっくらに仕上げました。バターの風味がたまりません。

牡蠣の素焼き Plain Grilled Oyster
2p¥720［税込¥792］/ 3p¥1,080［税込¥1,188］/ 4p¥1,380［税込¥1,518］

▶バターソテー
▶ガーリックバターソースと
香草パン粉焼き

焼くことにより、旨みが凝縮されています。

▶カキフライ

3種盛り合わせです。

牡蠣のワイン蒸し White Wine Steamed Oyster
2p¥780［税込¥858］/ 3p¥1,170［税込¥1,287］/ 4p¥1,480［税込¥1,628］

Hot Oyster Platter

ニンニクで香りをつけたオイルに
牡蠣を入れてワイン蒸しにしています。

Oyster
Deep-fried Oyster
with Sudachi
牡蠣の揚げ出し

Charcoal-grilled oysters
牡蠣の炭火焼き風

スダチ添え

¥890（税込¥979）

2p¥890［税込¥979］

地鶏の炭火焼を
オイスターバー風にアレンジ
冷たいビールと合います。

牡蠣の天ぷらに銀あんをかけて、
酢橘を添えています。

季節や仕込状況により一部商品の変更がある場合があります。状況により、
お皿の変更等写真と盛りつけが一部異なる場合があります。
アレルギーをお持ちのお客様で、
ご不安がある場合はスタッフにお声掛けください。

Cold Appetizer

Marinated Olives
オリーブのマリネ

Prosciutto and
vegetables Carpaccio
糸島雷山豚の生ハムと
野菜のカルパッチョ

¥300（税込¥330）

ワインのお供にどうぞ。

¥600（税込¥660）

3 kinds Cheese Platter
チーズ3種盛り

Prosciutto ham carpet
糸島雷山豚の生ハム絨毯 ¥990（税込¥1,089）

¥990（税込¥1,089）

生ハムと野菜のマリネを一緒にどうぞ。
塩味と酸味がマッチ。

Shrimp Cocktail
天使の海老の
シュリンプカクテル

福岡県糸島市の雷山イデア牧場で育った雷山豚の生ハムです。

内容はスタッフにお尋ねください。

¥990（税込¥1,089）

ピリ辛なカクテルソースにつけて
お召し上がりください。

Pickled sardines and
marinated red onions from Saga
イワシの酢漬けと
佐賀県産赤玉葱のマリネ

Beef Tagliata served with Mashed Potato and Trffle Sauce
牛肉のタリアータ〜ワサビマッシュポテトとトリュフのソース〜

¥690（税込¥759）

¥1,190（税込¥1,309）

甘酸っぱい赤玉葱のマリネと一緒にお召し上がりください。

マッシュポテトとトリュフのソースを絡めてお召し上がりください。

HotAppetizer

Fish & chips
フィッシュ＆チップス ¥890（税込¥979）
イギリス定番のおつまみです。

もちもち食感とほのかに香る磯の香りが食欲そそります。

阿久根漁港水揚げされたきびなごを
サクサク衣のフリットに。

¥400（税込¥440）

¥600（税込¥660）

アヒー
ジ

Kibinago frit from Kagoshima
鹿児島県産きびなごのフリット

French fries with Truffle scent
フライドポテト トリュフの香り

¥600（税込¥660）

ご一緒
に
ョと

Bread
パン

2ピース

¥350

ぞ！
どう

Sea lettuce Zeppoline〜fried pizza〜
あおさのゼッポリーネ〜揚げピザ〜

（税込¥385）

Mussels Steamed in Wine
ムール貝のワイン蒸し

Ahijo full of oysters
牡蠣だらけのアヒージョ

にんにくで香りを付けたオイルにムール貝、タイムを入れて
ワイン蒸しにしています。

人気の牡蠣のアヒージョです。
是非パンとご一緒にお召し上がりください。

10個 ¥790（税込¥869） 15個¥1,180（税込¥1,298）

¥1,180（税込¥1,298 ）

Cream Gratin
Oysters and Hakata Mustard Mentaiko Ajillo
with Oysters and Cheese
牡蠣と博多辛子明太子のアヒージョ 牡蠣とチーズのクリームグラタン

¥1,090（税込¥1,199 ）

¥1,090（税込¥1,199 ）

言わずと知れた博多名物、辛子明太子入りのアヒージョ。
パンは必須です。

Salad,Soup,Bread

牡蠣とホワイトソースとの相性は抜群です。

Bagna Freida
バーニャフレッダ

Classic Caesar Salad
クラシックシーザーサラダ

Oyster Chowder
オイスターチャウダー

お野菜の盛り合わせです。
アンチョビソースでどうぞ。

ロメインレタスの定番シーザーサラダです。

牡蠣4つが入った濃厚
オイスターチャウダーです。

¥890（税込¥979）

¥890（税込¥979）

Pasta,Risotto

¥890（税込¥979）

Today's oysterlemon peperoncino

Oyster spaghetti

本日真牡蠣の
レモンペペロンチーノ

Ariake seaweed and
sea urchin cream pasta

牡蠣まみれの和風パスタ

有明海苔とウニのクリームパスタ

¥1,590（税込¥1,749）
150g ¥2,380（税込¥2,618）
100g

季節の真牡蠣をレモンで爽やかに仕上げたパスタです。

¥1,590（税込¥1,749）
150g ¥2,380（税込¥2,618）
100g

牡蠣8個！当店ならではの
牡蠣醤油バターの和風パスタです。

Hakata Amaou Ice Parfait
博多あまおうアイスのパフェ仕立て

¥890（税込¥979 ）

¥1,490（税込¥1,639）
150g ¥2,230（税込¥2,453）
100g

磯香る濃厚クリームパスタです。

Desert

Affogato
アフォガード

〜エスプレッソ＆バニラアイスクリーム〜

¥600（税込¥660）

Oysters and Truffle sauce Fettuccine
〜Plenty of cheese and black pepper〜

牡蠣とトリュフソースの
フェットチーネ
〜たっぷりチーズと黒コショウ〜

100g
150g

¥1,490（税込¥1,639）
¥2,230（税込¥2,453）

平打ち麺をトリュフソースとたっぷりの
チーズでシンプルに仕上げています。

Vanilla Icecream
バニラアイス

¥400（税込¥440）

季節や仕込状況により一部商品の変更がある場合があります。状況により、
お皿の変更等写真と盛りつけが一部異なる場合があります。
アレルギーをお持ちのお客様で、
ご不安がある場合はスタッフにお声掛けください。

Today’s Sherbet
本日のシャーベット

¥400（税込¥440）

