OYSTER

BAR BITES

per piece

Roasted spicy nuts V 500 yen
ローストスパイスナッツ

BAR MAINS

House-made pickles 500 yen
自家製野菜のピクルス
Olives 500 yen
自家製オリーブマリネ

Steak & chips 2000 yen
ステーキ＆チップス

Anchovy cabbage 500 yen
キャベツのアンチョビガーリックソテー

House-made pork sausage, mashed potatoes 1200 yen
caramelised onion sauce
自家製ポークソーセージ
マッシュポテト キャラメルオニオンソース

Caprese, basil oil 800 yen
トマトとモッツァレラのサラダ バジルオイル
Beets & yoghurt salad, lime honey dressing 800 yen
ビーツとヨーグルトのサラダ ライムハニードレッシング

“Ironbark” Shepherd’s pie 1200 yen
Ironbark ミートパイ

Tasmanian salmon carpaccio, yuzu jelly 800 yen
タスマニア産サーモンカルパッチョ ゆずゼリー

Pasta of the day 1200 yen
本日の手打ちパスタ

Jamon serrano 800 yen
スペイン産ハモンセラーノ

Fish & chips 600 yen
フィッシュ＆チップス
Grilled Australian prawns, harissa yoghurt 1000 yen
オーストラリア産有頭えびのグリル ハリッサマヨネーズ

Kindly choose 2 favorite tapas plates.

Fresh oyster
フレッシュオイスター (1pcs）

DIPS

Anchovy cabbage
キャベツのアンチョビガーリックソテー

Baba ganoush, garlic toast 800 yen
ババガヌーシュ ガーリックトースト

Caprese, basil oil
トマトとモッツァレラのサラダ バジルオイル

Hummus, garlic toast 800 yen
フムス ガーリックトースト

Beets & yoghurt salad, lime honey dressing
ビーツとヨーグルトのサラダ ライムハニードレッシング

Tasmanian salmon cream dip, garlic toast 1000 yen
タスマニア産サーモンのクリームディップ ガーリックトースト

Charcuterie, chicken liver pate, pork terrine, duck prosciutto 2000 yen
fennel salami, chorizo, Jamón serrano
シャルキュトリープレート
チキンレバーパテ ポークテリーヌ 鴨のプロシュート
フェンネルサラミ チョリソー ハモンセラーノ
Seasonal vegetable salad 1300 yen
eggplant paste, broccoli, sweet potatoes couscous, canola flower, green beans
季節野菜のサラダ
焼きナスのペースト ブロッコリー さつまいも クスクス
菜の花 インゲン

2kinds---1100 yen

Tasmanian salmon carpaccio, yuzu jelly
タスマニア産サーモンカルパッチョ ゆずゼリー
Jamon serrano
スペイン産ハモンセラーノ

CHEESE
1kind---600 yen

Baked Kilpatrick oyster, bacon, BBQ sauce 800 yen
ベイクドオイスター キルパトリック ベーコン BBQ ソース

お好きなタパスメニューを 2 品お選び下さい。

Aussie lamb loin skewer 1500 yen
オージーラムロインの串焼き

Clams & canola flower ajillo 1200 yen
アサリと菜の花のアヒージョ

Deep fried oyster, truffle, tartare sauce 800 yen
オイスターフリット トリュフ タルタルソース

Steak Set Menu

Australian lamb chop (1pc) 1800 yen
オーストラリア産ラムチョップ (1pc)

Mini beef sliders (2pcs) 800 yen
オージーミニバーガー（2pcs）

Natural oyster, Osetra caviar, Amazake cream, lemon myrtle 900 yen
フレッシュオイスター キャビア 甘酒クリーム レモンマートル

3500 yen

House-made duck terrine 800 yen
自家製鴨と豚のテリーヌ
Fennel salami 600 yen
フェンネルサラミ

Natural shucked to order, lemon 600 yen
フレッシュオイスター レモン

3 kinds---1500 yen

Fennel salami
フェンネルサラミ
Fish & chips
フィッシュ＆チップス

Roquefort ロックフォール
Brillt Savaron ブリアサバラン
Aged Gouda ゴーダチーズ

Grilled Australian prawns, harissa yoghurt
オーストラリア産有頭えびのグリル ハリッサマヨネーズ

< Compressed apple, raisin cluster, apple confit, wattleseed lavosh >
リンゴのコンポート

枝付きレーズン

リンゴのコンフィ

ワトルシードラボッシュ

V devoted vegetarian

Mini beef sliders
オージーミニバーガー（2pcs）

To share
ベジタリアンメニュー

Australian premium beef steak & chips
オーストラリア産プレミアムビーフのステーキ＆フライ
100ｇ/ person

