
お野菜

温 菜

フードメニュー

FOOD

揚げ物

〆もの

しし唐の素揚げ                                                                    550

牡蠣屋さんのカキフライ タルタルソース添え）　（２P）550

激辛！K・F・C　（コリアンフライドチキン）           550

王道の鶏もも唐揚げ　醤油味                                        550

ズワイカニのクリームコロッケ　                               （２P）600

ジューシーメンチカツ　                                                  （２P）550

ハーブたっぷりのフライドポテト                                        550

エビとアボカドのスパイシーフリット                          600

牡蠣のカルボナーラ スパゲッティ                                      1650

パ ン

デザート

バゲット　                                                                             （1P）110

ガーリックトースト                                                           （1P）250

大人のプリン ほろ苦カラメルソース                                    550

ルッコラセルバチコのほろ苦サラダ                         700

魚介のソテーと一緒に野菜を食べる ペスカデリアサラダ    1450

辛！青唐辛子のマッシュポテト                                              550

フォアグラ入り焼きパテドカンパーニュ                            550

ごろごろポテトフライのニボシバター和え                        550

牡蠣と旬野菜のアンチョビアヒージョ                                 800

トリッパのピリ辛トマト煮込み                                              800

名物！ＭＩＸ煮込み                         半熟たまごのせ (小 ) 950

                                                                                               (大 ) 1250

                                                                  ※   +バゲット(１P) 110

ラザニア ボロネーゼ                                                                 1500

                                                                 ※   +バゲット(１P) 110

牛ハラミのステーキ シャリアピンソース掛け               1800

フレッシュトマトカルパッチョ 玉ねぎソース           550

フランス産 茹でたてそら豆のパルミージャーノチーズ掛け        550

ポテトサラダ 　オニオンフライ添え                                    550

ウフマヨ 半熟エッグとアンチョビマヨネーズトリュフ風味　  （２P） 550

キャラメリゼした　とろ～り白レバー                         550

２色のオリーブマリネ                                                      550

生ハム                                                                                                 700

本日のチーズ　単品                                                                    550

本日のチーズ　盛り合わせ                                                   1200

＊表示価格は税込みとなります。メニューのテイクアウトも承ります。お気軽にお尋ねください。  

All menu items are available to go for order. Please feel free to ask staff.  

とりあえず

PESCADERIA



DRINK
ドリンクメニュー

ハイボール                                                          530

辛口ジンジャーハイボール                 530

ジャックダニエルソーダ                              730

知多                                                                       780

ハーパーソーダ                                            780

ハイボール  

グラスワイン

なみなみワイン  白OR赤  （イタリア）                    530

１カップワイン『五一わいん』

白OR赤 （長野県塩尻）                                                  630

オーガニックサングリア

オーガニック　サングリア

                                                                 （グラス） 600

                                                     （デキャンタ） 2180

ブラッドオレンジジュース                 600

クラマトトマトジュース                               600

ジンジャエール　辛口                               380

グレープフルーツジュース                 380

黒烏龍茶                                                          380

ペリエ                                                          600

サワー

岩城島レモンサワー                              680

岩城島ライムサワー                              680

クラマトトマトハイ                              600

お疲れさんクエン酸サワー                 500

はちみつ黒酢サワー                              500

バイスサワー                                            500

黒烏龍茶ハイ                                            480

キリン　一番搾り                                                （S） 450

                                                             (M) 650

                                  (男前ジョッキ)1100

ホッピー（白・黒）                                          セット 530

                                                       （ナカ） 280

                                                        （ソト） 280

ギネス　サージャードラフト                800

ノンアルコールビール                              650

レッドアイ                                                         730

シャンディ―ガフ                                           730

ビール

カシス・カンパリ・ウォッカ等                       ALL 630

下記よりお好きな割り方をお選び下さい。

・ソーダ

・トニックウォーター

・オレンジジュース

・グレープフルーツジュース

・ジンジャエール等

カクテル

ソフトドリンク

牡蠣に合う、「岩城島レモンサワー」とは
青いレモンの島といわれる「岩城島」は広島県尾道市～愛媛県
今治市を結ぶしまなみ海道沿いの離島です。日照時間が長く温
暖な気候としお風が柑橘栽培に適した土壌を育ててくれてい
ます。ぺスカデリアではそのレモンを使用して　『牡蠣に合わ
せて』すっきりとしたオリジナルレモンサワーを作り上げました。

PESCADERIA



マレステブリュット（スペイン/マカベオ) 3300

クレマン　ド　ブルゴーニュ（フランス ピノノワール/シャルドネ) 7150

ヴーヴ　クリコ　イエローラベル（フランス/ピノノワール　シャルドネ　ピノムニエ) 12100

スパークリング　シャンパン

クレアシオン(チリ/シャルドネ)     3300

ラ・カンパーニュ　ヴィオニエ(フランス/ヴィオニエ)     3300

ストーンベイ（ニュージーランド/ソーヴィニョンブラン）    4400

ボンペシェ　ブラン（フランス/ミュスカ プティ グラン・ソーヴィニョンブラン)     4400

ピクプール　ド　ピネ（フランス/ピクプールドピネ)     4400

まるきブラン（日本 甲州/デラウェア)     4400

インヴィーボ(ニュージーランド/ソーヴィニョンブラン)     6500

白ワイン

クレアシオン（チリ/カベルネソーヴィニョン） 3300

バカロロッソ　モリーゼ（イタリア/モンテプルチアーノ) 3300

ラ ヴィ ピノノワール（ルーマニア/ピノノワール)     4400

ボンペシェ　ルージュ（フランス/グルナッシュ・カリニャン・シラー・サンソー)     4400

メルセデス　エグーレン（スペイン/カベルネソーヴィニヨン)     4400

ピポリ　アリアニコ（イタリア/アリアニコ）     6500

赤ワイン

ロゼワイン

ボンペシェ　ロゼ （フランス/サンソー・グルナッシュ・シラー）      4400

田むら  吟ぎんが（東京/田村酒造場）     グラス　780 

本日の隠し酒   時価    ※スタッフにお尋ねください。

日本酒

WINE
ワイン

PESCADERIA



ALCOHOL アルコール 
■ミニビール
■白ワイン
■赤ワイン
■スパークリングワイン

SOFT DRINK ソフトドリンク 
■コーヒー（HOT/ICED)
■アールグレイ（HOT/ICED)
■ジャスミンティー（HOT/ICED)
■黒酢はちみつレモン（ICED）

SET DRINK
右記より一品お選びください

お好きなメイン +お好きなお飲物 +グリーンサラダ パスタ大盛り＋¥200
ごはん大盛り＋¥100

LUNCH SET ランチセット /サラダ＋ドリンク付き

数量
限定

牡蠣屋さんの
大粒牡蠣フライ定食
                            1,300

牡蠣とベーコンの
カルボナーラ
                          1,300

おすすめ 生牡蠣1Pセット1,500

 ラザニア ボロネーゼ
                             1,200

おすすめ 生牡蠣1Pセット1,400

渡り蟹の
トマトソースパスタ
                             1,000

おすすめ 生牡蠣1Pセット1,200

渡り蟹をトマトソースでじっくり煮込んだソースです。
良くパスタに絡めながらお召し上がり下さい。

牡蠣の旨味が濃厚に感じるオリジナルのカルボナーラです。
最後はソースをパンに付けながらお召し上がり下さい。

リクエストにお答えして厳選牡蠣を使って復活！旨味が強い牡
蠣をジューシーに揚げました。タルタルソースを付けて、ねぎ
めしと一緒にお召し上がり下さい。

当店人気メニュー、たっぷりのラザニアソースを柳川鍋でぐつ
ぐつの状態で御提供します。バゲットにソースを付けてお召し
上がり下さい。

牡蠣フライと
鎌倉野菜の
スパイスカレー
 　　　　　　　1,200

厳選牡蠣の大粒牡蠣フライとシェフ特製のスパイス香るカレー
と鎌倉野菜をご一緒にお楽しみください。

生牡蠣1Pセット1,500おすすめ
＋200円でさらに生牡蠣 1P追加できます！

おすすめ 生牡蠣1Pセット1,400
＋200円でさらに生牡蠣 1P追加できます！

＋200円でさらに生牡蠣 1P追加できます！＋200円でさらに生牡蠣 1P追加できます！

＊＋200円でさらに生牡蠣 1P追加できます！
＊＋200円で食後のデザート「大人のミニプリン」追加できます！
＊表示価格は税込みとなります。メニューのテイクアウトも承ります。お気軽にお尋ねください。
All menu items are available to go for order. Please feel free to ask staff.  

「生牡蠣 1Pおかわり」
「大人のミニプリン」
                         各 200

（浅草開化楼の生パスタ使用） （浅草開化楼の生パスタ使用）
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