
 

 

Dining  

Karnaval 

 

 

 
カルナバルへようこそ！ 

 
当店の自慢は、老舗牛肉卸藤川から直接仕入れた 

上質なお肉と、こだわりの素材を使ったオリジナルレシピの 
お料理です。 

 
例えば卵は安藤鶏卵から。清潔な鶏舎でストレスフリーに 

育てられた若鶏の安全・安心なこだわり卵を使用しています。 
野菜はうえのはらハーブガーデンと直接契約し 

徹底的に品質にこだわった無農薬野菜を使用しています。 
 

どれも現地に赴き、生産現場を直接見て、味わって納得した食材 
だからこそ、自信を持って皆様にお届けしたい 

美味しいお料理に仕上がりました。 
 

個人店ですのでお出し出来るものは限られていますが、 
シェフの創意工夫がたくさん詰まった珠玉の品々を 

是非お楽しみください。 
 

 



 

 

前菜  

Appetizer 
 

 うずらの卵のピクルス Pickled quail egg       ¥500 

 ゴルゴンゾーラとエメンタールのクロケット 

Cheese croquette (gorgonzola, emmentale)      ¥980 

 自家製ハム Homemade ham        ¥880 

 豚ナンコツのスモーク Smoked pork cartilage      ¥780 

 和牛のリエット Rillettes of Wagyu       ¥700 

 カマンベールと生ハムとルーコラのキッシュ 
Camembert cheese and dry cured ham quiche with rucola    ¥980 

 ぼたん海老のセビーチェ Ceviche of Botan shrimp     ¥1,180 

 ガーリックソフトシェルシュリンプ Garlic soft shell shrimp    ¥1,880 

 キャロットラペ クミン風味 Carottes râpées (Carrot salad)    ¥600 

 うえのはらハーブガーデンのオーガニックミックスハーブサラダ 

Organic mixed herb salad         ¥880 

 

 前菜盛り合わせ（2 名分） Assortment of appetizers (for two persons)   ¥1,800 

 

 和牛のコンソメ Karnaval 風 Wagyu consommé -Karnaval style   ¥700 

 ワタリガニのビスク Bisque of blue crab       ¥880 

 

 ガーリックチーズトースト Garlic toast with cheese     ¥550 

 アンチョビバタートースト Anchovy butter toast      ¥620 

 オリエンタルサルサのクロスティーニ Crostini with oriental salsa   ¥720 

 

  



 

 

サイドオーダー  
Side order 

 
 玉葱の丸ごとオーブン焼き Oven-roasted whole onion    ¥520 

 5 種のきのこのクリームソテー Five kinds of mushrooms with cream sauce  ¥700 

 マッシュポテト Mashed potatoes        ¥600 

 焼き野菜の盛り合わせ Grilled vegetables      ¥800 

 きのこのタイ風オムレツ Thai-style omelet with mushrooms    ¥800 

 ラクレットチーズとカリフラワーのオーブン焼き 
Roasted cauliflower with raclette cheese       ¥980 

 フムス（ひよこ豆のペースト） Hummus (chickpea paste)    ¥600 

 

 ガーリックピラフ Garlic pilaf        ¥950 
目玉焼きトッピング w/ fried egg       ＋¥150 

 

 締めの卵かけご飯 Raw egg over rice       ¥530 

 

 ライス/パン Rice/Bread         ¥300 

 

 和牛のブロシェット Wagyu skewers       ¥980 

 自家製厚切りベーコン 目玉焼き乗せ Homemade bacon with fried egg  ¥1,180 

 自家製ハムの厚切りステーキ 目玉焼き乗せ 

Homemade ham steak with fried egg       ¥1,180 

 

  



 

 

 メインディッシュ  
Main dish 

 
 若鶏の煮込み デミクリーム Creamy chicken with demi-glace sauce   ¥1,280 

 若鶏の和風シャリアピンソテー Japanese BBQ chicken     ¥1,280 

 和牛バラ肉のシチュー Wagyu rose meat stew      ¥1,650 

 特製スペアリブ Pork spareribs         ¥1,780 

 ラムの煮込み  Stewed lamb         ¥1,980 

 ラムチョップグリル（2P) フムス添え Grilled lamb chops (2P) with hummus  ¥2,280 

 豚肩ロースのグリル Grilled pork butt        ¥1,650 

 豚肩ロースの煮込み アンチョビクリーム Anchovy cream pork butt   ¥1,650 

 
 ハンバーグ Hamburg steak 

150g   ¥1,380 

200g   ¥1,680 

 

 

 

 

 

 ハンバーグの香草パン粉焼き karnaval 風 Hamburg steak -Karnaval style 

150g   ¥1,500 

200g   ¥1,800 

 

 牛ヒレポワレ Beef tenderloin steak     120g   ¥1,880 

 和牛サーロインステーキ Wagyu sirloin steak 

時期によって最適な産地から厳選した極上の和牛をご用意しています。 

120g   ¥2,480 

200g   ¥3,980 

 

 ライス/パン Rice/Bread         ¥300

トッピング Toppings 
 

チーズ Cheese      ＋¥100 
ダブルチーズ Cheese (double)    ＋¥150 
自家製ベーコン Homemade bacon    ＋¥150 
ダブル自家製ベーコン  Homemade bacon (double)  ＋¥280 
目玉焼き Egg      ＋¥150 
 
全部のせ（チーズ、ベーコン、目玉焼き） Cheese, bacon, egg ＋¥350 
全部のせダブル（ダブルチーズ/ベーコン、目玉焼き） 

Cheese (double), bacon (double), egg   ＋¥500 



 

 

 

～ディナーセット～ 
Dinner set 

 
お好きなメインディッシュをディナーセットにできます! 

 
 

 
 

 
 
 
 

A セット +¥2,300 
 

おまかせ前菜 Appetizer 
サラダ Salad 
スープ Soup 

ライスまたはパン Rice or bread 

B セット +¥2,900 
 

おまかせ前菜 Appetizer 
サラダ Salad 
スープ Soup 

ライスまたはパン Rice or bread 
 

コーヒー Coffee 
デザート Dessert 



 

 

 

デザート  
Dessert 

 

☺ バニラアイスクリーム Vanilla ice cream       ¥400 

☺ クラシックキャラメルプリン Classic caramel pudding     ¥480 

☺ 自家製チーズケーキ Homemade cheesecake      ¥500 

☺ 本日のデザート Dessert of the day     スタッフにお尋ねください 

 

プラス¥270 でコーヒーセットにできます。 

 

クラシックキャラメルプリン 


