
GRAND MENU

～おつまみ～Amuse ALL ¥500
・オリーブ盛り合わせ ～Assorted Olives

イタリア・プーリア産のオリーブ使用

・アーティチョークのオイルマリネ ～Oil Marinated Artichokes

ヨーロッパでおなじみの花のつぼみをオイルマリネに

・スモークセミドライトマトのオイルマリネ ～Oil Marinated Smoked Semi-dried Tomato

乾燥させて甘みを凝縮したトマトにスモークの香りをつけてオイルマリネに

・野菜のトマト煮込み ～Tomato and Vegetable Stew

野菜の甘みたっぷりのトマト煮込み

・アンチョビバターのフライドポテト ～Anchovy Butter French Fries 

アンチョビバターで和えたおつまみにぴったりなフライドポテト

・メキシカンナチョス ～Mexican Nachos

熱々のトルティーヤをタコミート・アボカドディップ・サワークリームでお楽しみ下さい

・ベーコンとほうれん草のスパニッシュオムレツ ～Spanish Omelet of Bacon and Spinach

具だくさんなスペイン風オムレツ

・パンの盛り合わせ ～Assorted Breads

・バジルとトマトマリネのブルスケッタ ～Bruschetta with Tomato and Basil 

プチトマトとバジルのマリネをたっぷりとのせて

・ヤングコーンのロースト バター醤油 ～Roasted Yong Corn with Soybutter Sauce

甘くてほくほくなヤングコーンを定番のバター醤油で

・自家製ピクルス ～Homemade Pickles

ピクルスの酸味で気分とお口をリフレッシュ!

・チリビーンズ ～Chilli Beans

3種の豆をスパイシーに煮込みました

・前菜盛り合わせ 3種 ～Assorted Appetizer 3

その日いちおしの前菜盛り合わせ

・カプレーゼ ～Caprese

北海道産チェリーモッツァレラを召し上がれ

・スモークサーモンとアボカドのカルパッチョ ～Smoked Salmon and Avocado Carpaccio

サーモンとアボカドのまろやかな口どけをお楽しみ下さい

・タンドリーチキン アボカドディップとサワークリーム添え

  ～Tandoori Chicken with Avocado Dip and Sour Cream

スパイシーなチキンを２種のソースで

・イタリアンソーセージとポテトのハーブロースト ～Herb-roasted Sausage and Potato

イタリアのソーセージとじゃがいもをハーブ共とにローストしました

・ハムの盛り合わせ ～Assorted Cured Meat 

生ハムやサラミなどの盛り合わせ。内容、価格はスタッフまで

～前菜～Appetizer
¥1,200

¥600

¥900

¥800

¥900

¥1,300

※価格は全て税込み表記です

オリーブ盛り合わせ アーティチョークのオイルマリネ

スモークセミドライトマトのオイルマリネ ベーコンとほうれん草のスパニッシュオムレツ

バジルとトマトマリネのブルスケッタ ヤングコーンのロースト バター醤油ソース

前菜３種盛り合わせ

イタリアンソーセージとポテトのハーブロースト

ハムの盛り合わせ

¥1,100

¥1,000

set

set

・シーザーサラダ グリルチキン添え ～Ceasar Salad with Grilled Chicken

スパイシーなチキンとチーズたっぷりのサラダと共に

・コブサラダ ～Cobb Salad

アメリカ生まれの具だくさんサラダ

～サラダ～Salad

コブサラダ

GRAND MENU

※価格は全て税込み表記です

・半熟卵のオムライス ～Rice Omlet
とろとろの半熟卵をきのこのデミグラスソースで

・スパイシータコライス ～Taco Filling Burrito Bowl
スパイシーなタコスソースをまろやかな半熟卵と共に

・バーベキューソースのロコモコ ～Loco Moco
ジューシーなハンバーグを特製バーベキューソースで

・豆たっぷりのヘルシーカレー ～Mixed Beans Curry

ミックスビーンズとココナッツミルクをたっぷり使ったアジアンテイストカレー

・チキンオーバーライス ～Chicken Over Rice
まろやかなヨーグルトソースとスパイシーなチキンをターメリックライスと共に。
NYで人気の屋台料理

～ご飯もの～Cafe Dish

半熟卵のオムライス

チキンオーバーライス

スパイシータコライス

バーベキューソースのロコモコ 豆たっぷりのヘルシーカレー

¥1,100

¥1,000

¥1,180

¥1,000

¥1,080

・フレッシュトマトのスパゲッティ ～Fresh Tomato  Spaghetti with Basil
トマト２個を丸ごと煮込んだ、フレッシュ感溢れるトマトソース

・メカジキとクレソンのペペロンチーノ からすみ風味 ～Spaghetti Peperonchino with Swordfish and Watercress

さっぱりしたメカジキと、クレソンの苦み、からすみのコクと共に

・スモークサーモンと茸のカルボナーラ フェットチーネ ～Fettucine Carbonara with Smoked Salmon and Mushroom
スモークサーモンと茸の香りのカルボナーラを生パスタで

・バジルとモッツァレラのトマトソーススパゲッティ ～Tomato Sauce Spaghetthi with Basil and Mozzarella
とろりとからむモッツァレラチーズのトマトソース

・チーズと黒コショウのカチョエペペ 半熟卵添え ～Parmesan Cheese and Black Pepper Spaghetti with Soft-boiled Egg
イタリア語でチーズと胡椒の意味のカチョエペペ。ローマの名物パスタ

・ワタリガニのトマトクリーム リングイネ ～Tomato Cream Sauce Linguine with Crab
カニの旨みたっぷりの濃厚トマトクリーム

・かぼちゃのニョッキ クアトロフォルマッジ ～Pumpkin Gnocchi with Four Cheese Sauce
ほんのり甘いかぼちゃのニョッキを濃厚な4種チーズのソースで

・パルメザンチーズのリゾット～Parmesan Cheese Risotto
パルメザンチーズたっぷりの定番リゾット

・ポルチーニ茸のクリームリゾット ～Cream Risotto with Porcini Mushroom
ポルチーニ茸の香り高い濃厚なクリームリゾット

・野菜とトマトのスープ ～Vegetables Tomato Soup
お野菜たっぷりのトマト風味スープ

・かぼちゃのポタージュ ～Pumpkin Potage
甘くて温かいかぼちゃのスープでほっと一息      

～パスタ・リゾット・スープ～Pasta & Risotto & Soup
¥1,380

¥1,200

¥1,280

¥1,100

¥1,000

¥1,300

¥1,480

¥1,100

¥1,280

¥600

¥700

フレッシュトマトのスパゲッティ かぼちゃのニョッキ クアトロフォルマッジ ポルチーニ茸のクリームリゾット かぼちゃのポタージュ

GRAND MENU

※価格は全て税込み表記です

・マルゲリータ ～Margherita （Tomato, Basil, Mozzarella cheese Pizza）
バジル・モッツァレラ・トマトソースの定番ピッツァ

・クアトロフォルマッジ ～Quattro Formaggi （Four cheese Pizza）
４種類のチーズを贅沢に使ったピッツァ、お好みではちみつをかけて

・ボスカイオーラ ～Boscaiola （mushroom Pizza）
森の茸たっぷりの木こり風ピッツァ

・ビスマルク ～Bismark （Bacon,Cheese,Craced Egg Pizza）
ベーコンとチーズの塩気とまろやかな半熟卵の組み合わせ

～ピッツァ～Pizza

・牛ほほの白ワイン煮込み あめ色玉ねぎのソース
　～White wine Braised Beef cheek with Caramelized Onion Sauce
白ワインと玉ねぎで崩れるほど煮込んだ牛ほほ肉をじっくり作ったあめ色玉ねぎのソースで

・骨付きスペアリブの赤ワイン煮込み カシスとベリーのソース
　～Red wine Braised Pork Spare Ribs with Casis & Berry Sauce
骨からほろっと取れるほど煮込んだスペアリブを爽やかな甘さのカシスとベリーのソースで

・牛ハラミのステーキフリット ゆず胡椒添え
　～Skirt Steak Frites with Yuzukosho
牛ハラミの豪快ステーキと、山盛りフライドポテトにゆず胡椒を添えて

・チーズインハンバーグ トマトクリームソース
　～Cheese Hamburger steak with Tomato Cream Sauce
チーズと肉汁溢れるジューシーハンバーグ

・メカジキのカツレツ バジルとプチトマトのソース
　～Swodfish　Cutlet with Cherｒy Tomato & Basil
メカジキの豪快カツレツをプチトマトの爽やかなソースで

～お肉料理・お魚料理～Meat & Fish
¥1,580

¥1,380

¥1,300

¥1,200

¥1,200

¥1,100
 

¥1,300

¥1,200

¥1,200 マルゲリータ

牛ほほの白ワイン煮込み あめ色玉ねぎのソース

メカジキのカツレツ バジルとプチトマトのソース

set

set

set

set

ドリンクセット +¥300 アルコールセット+¥500
パン 又は ライス ＆ サラダセット+¥500

Set menu

※セットドリンクは下記よりお選び下さい
※セットのお料理は、値段の前に　　　　が付いているメニューからお選び下さい

・コーヒー（ICE・HOT）
・紅茶（ICE・HOT）
・オレンジジュース

・グレープフルーツジュース
・コーラ
・ジンジャーエール

soft
drink

・ビール　・ワイン（赤・白）alcohol ※別冊スイーツメニューもございます

TOWERどら焼き

・TOWER BURGER ～Tower Bugger
T トマト、O オニオン、W 西洋わさび、E エッグ、R ローストビーフを
贅沢にはさんだ、ボリューム満点ハンバーガー

・アボカドBLTバーガー ～Avocado,Bacon,Lettuce,Tomato Bugger
定番BLTバーガーにアボカドをプラス

・ルーベンサンド ～Reuben Sandwich
ライ麦パンに、パストラミ・ザワークラウト・チーズをはさんだNY定番のサンドイッチ

～ハンバーガー・パニーノ～Hamburger & Panini
¥1,780

¥1,100

¥1,100

set

set

set
TOWER BURGER ルーベンサンド

Sweets Menu

TOWERどら焼き

ミルクレープ

ショコラケーキ

洋ナシのタルト

ベイクドチーズケーキ

¥750
¥650
¥650
¥650
¥650

半熟卵のオムライス
¥900

バーベキューソースのロコモコ
¥900

スパイシータコライス
¥900

LUNCH MENU

A LA CARTE LUNCH ～単品定番ランチ～

DRINK SET & SWEETS SET

アイスコーヒー
ホットコーヒー
アイスティー

ホットティー
オレンジジュース
グレープフルーツジュース

コーラ
ジンジャーエール

～お得なドリンクセット・スイーツセット～

カプチーノ
パイナップルジュース
マンゴージュース

グァバジュース
クランベリージュース

SET DRINK +¥150 SET DRINK +¥250

※価格は全て税込み表記です。

LUNCH TIME 10:00~17:00

PLATE LUNCH ～週替わりプレートランチ～

TOWER’s LUNCH  ¥980
～主菜・副菜・サラダ・ご飯～
週替わりの定食ランチ

PASTA LUNCH  ¥980
～パスタ・副菜・サラダ・パン～
週替わりのパスタのランチ

SET MINI SWEETS +¥200

SWEETS MENU

※価格は全て税込み表記です

アイスコーヒー
ホットコーヒー
アイスティー
ホットティー

オレンジジュース
グレープフルーツジュース
コーラ
ジンジャーエール

カプチーノ
パイナップルジュース
マンゴージュース

グァバジュース
クランベリージュース

SET DRINK +¥300

SET DRINK +¥400

SWEETS MENU

※価格は全て税込み表記です

ベイクドチーズケーキ　¥650 洋ナシのタルト　¥650

ミルクレープ　¥650 TOWER RECORDS どら焼き ～パンケーキ風～
¥750

ショコラケーキ　¥650


