
バニュルス定番のタパス

①ロシア風ツナとポテトのサラダ
Russian-style potato salad with  tuna

②スペシャルチョリソー
Chorizo

③スペイン産オリーブの盛り合わせ
Mix Olives

④ﾋﾟｸﾙｽ､ｽﾍﾟｲﾝ産青唐辛子の盛り合せ
Pickles & Spanish green chili pepper

⑤４種の豆のサラダ
Mixed Beans salad 

⑥イワシの酢漬け
Marinated Anchovies with vinegar

⑦自家製サーモンのマリネ
Marinated salmon

⑧イベリコ豚のサラミ
IBERICO Saucisson

⑨スペイン産チーズ
Spanish Cheese

⑩スペイン産生ハム
Spanish prosciutto

完全自然造り！無添加イベリコ豚の生ハム!!
ﾓﾝﾀﾗｽ社は創業時からの伝統を大切に守り続けています。

それは添加物を使わない天然の海塩を使った塩漬け天然乾燥庫での３年以上の熟成期間
ﾓﾝﾀﾗｽ社だけが持つ熟練した技により他では味わえない味覚体験の世界の扉を開く傑作です！

★最高級イベリコ豚ベジョータの生ハム
The finest  ham of iberico

－Regular    (19g) ¥1680

－Small    (10g) ¥980 

※こちらのメニューの価格は、全て【税抜き価格】となっております。
10％ of Consumption tax will be charged separately

Food Last Order    22:30
CLOSE                   23:30

Tapas ALL￥500（税別）
Tax not include



Entrantes 冷たい前菜

本日のタパス盛り合わせ
Tapas plate

田舎風サラダ
Country-style salad

トマトとアンチョビのサラダ
Tomato salad with anchovies

焼き野菜の冷製サラダ 極上アンチョビを添えて
Cold salad of roasted vegetables

本日鮮魚のカルパッチョ
Today's fish carpaccio

トルティージャ(スペインオムレツ)
Spanish Omelette

イベリコ豚の生ハムサラミ3種盛り合わせ
3 kinds of IBERICO ( Saucisson chorizo and ham )

¥1650

¥800

¥600

¥850

タコのガリシア風
Galician Style Octopus

白子ときたあかりのアヒージョ
SHIRAKO Ajillo

パンコントマテ バニュルス風
Pan Con Tomate

イベリコ豚骨付きロースのロースト
Roasted Iberico Pork

仔羊背肉のロースト
Roasted Lamb

Today’s Menu 
本日のおすすめ

¥850

¥850

¥750

¥1200

¥1800

¥750

¥600

¥1000

パン
Bread

¥200



※こちらのメニューの価格は
全て【税抜き価格】となっております

Tax not include
Food Last Order 22:30

甘エビの鉄板焼き
Grilled Shrimps

マッシュルームのアヒージョ
Boiled mushrooms with garlic oil

エビのアヒージョ
Boiled Shrimps with garlic oil

季節の魚介のフリット
Today's Furitto

スペイン風フライドポテト
Fried potatoes Spanish style

濃い！トリッパのトマト煮込み
Stewed Tripe with chickpeas

イベリコ豚のチョリソーとひよこ豆の煮込み
Stewed Chickpeas with chorizo

本日の貝の白ワイン蒸し
Steamed seasonable shell with white wine

Entrantes 温かい前菜

¥650

¥750

¥600

¥1100

¥600

¥700

¥800

¥700～

パン
Bread

¥200

豪快！豚ﾀﾝ1本まるごと超やわらか煮込みｿﾃｰ
Stewed Pork Tongue

ひな鶏 1/2羽
Roasted Chicken 1/2 size

牛ハラミのステーキ
Beef Steak

メイン料理とパエリアはご提供までに３０分程お時間を頂いております
It takes about 30 minutes to make meat dish and paella

¥1280

¥1300

¥1800

Carne 肉料理



※こちらのメニューの価格は、全て【税抜き価格】となっております。
10％ of Consumption tax will be charged separately Food Last Order    22:30

CLOSE                   23:30

本日のソルベーテ(アイス) 
Sorbet

濃厚!！チョコレートケーキ
Chocolate Cake

バスク風 チーズケーキ
Basque Cheese Cake

バニュルス特製！カタラン風 クレーム･ブリュレ
Creme brulee
こちらのメニューはご提供までに20分程お時間を頂いております
It takes about 20 minutes to make creme brulee

¥500

¥700

¥750

¥800

Dessert デザート

パエリア各種 Paella
1人前 ¥1500

1.5人前 ¥2100
2人前 ¥2700
3人前 ¥3980

Paella 当店自慢のパエリア！

イカスミのパエリア
Paella with squid ink

バニュルス特製ミックスパエリア（鶏、魚介入り）
Mixed Paella Vinuls special 
(chicken and seafood)

仔うさぎとエスカルゴのバレンシア風パエリア
Paella with lapin and escargots

メイン料理とパエリアはご提供までに３０分程お時間を頂いております
It takes about 30 minutes to make meat dish and paella

パン
Bread

¥200


