Gracia FAX : 03-6432-5014

Graciaテイクアウトメニュー
MENU TAKE AWAY GRACIA

＆

注文書

PURCHASE ORDER FORM

お客様名/Customer name:
注文日/Order date:
TEL：
FAX：
E-Mail：
料理名

金額

数量

Cooking name

Unit Price

Quantity

イベリコハム（ハモン・イベリコ）

Iberico ham ( jamón de bellota ) 20g

¥1,728

イベリコハム（ハモン・イベリコ）

Iberico ham ( jamón de bellota ) 40g

¥3,456

パンコントマテセット（トマト＋オリーブオイル＋ガーリック＋塩）

燻製イワシとオリーブオイル

Smoked sardine with olive oil

フライドポテトとアイオリ＆スパイシーソース

ブラック＆グリーンオリーブ

4個

Cheese plate ( 3 different cheese with dried fruit)

¥3,024
¥972

Foie gras terrine with dried persimmon

¥2,808

Shrimps croquet 4 pieces

イベリコハムコロッケ

4個

¥1,512

Iberico ham croquet 4 pieces

チーズコロッケ

4個

ミートカネロニ

キノコ、チーズ、ベシャメルソース

¥1,512

Cheese croquet 4 pieces

¥1,512

Meat cannelloni with mushroom, cheese and bechamel sauce

イベリコ豚プルーマのサンドイッチ、タスマニアンマスタード
グリーンサラダとシェリービネガードレッシング
鎌倉農家野菜のグリルとロメスコソース
真蛸の燻製とジャガイモ

Iberico pluma sandwich with Tasmanian mustard

Green salad and sherry vinegar dressing

Grilled vegetables from Kamakura farmers with romesco sauce

２～３人前（特製レシピ）

千葉県産豚ロース（林SPF無菌豚）と鎌倉農家野菜

¥3,024
¥2,592
¥1,512

Smoked octopus and potatoes

シーフードとお肉のパエリア

¥1,944
¥2,592

Paella rice of seafood and meat for 2 ( signature recipe)

２００ｇ

Chiba pork loin steak with Kamakura farmers veggies

¥4,860
¥3,024

和牛サーロインステーキと鎌倉農家野菜

350g

Wagyu sirloin steak with Kamakura farmers veggies

350g

¥4,212

和牛サーロインステーキと鎌倉農家野菜

700g

Wagyu sirloin steak with Kamakura farmers veggies

700g

¥7,452

和牛ホホ肉のシチュー、ポテトピューレ

Wagyu beef cheek stew with parmentier

¥4,212

和牛トリッパのスパイシー煮込み

Spicy Wagyu tripes

¥1,944

バスクチーズケーキ（１カット）

Cheese cake portion

¥1,058

アーモンドプリンとオリーブオイル
栗モンブランと梨のケーキ

*
*
*
*

¥972

Black & green olives

フォアグラテリーヌとあんぽ柿

¥972
¥1,058

Fried potatoes with aioli & bravas sauce

チーズプレート（チーズ3種類とドライフルーツ）

エビのコロッケ

Tomato bread set ( tomato+olive oil + garlic + salt)

チョコレートケーキ

Almond pudding with olive oil

Chestnut Mont blanc and Japanese pear

ヴァローナ・グアナラ70％（ホール4～６人前）

バスクチーズケーキ（ホール６～８人前）
いちごのチーズケーキ

¥1,058

Whole chocolate cake Valrhona Guanaja 70%

Whole cheese cake 16cm (For 6-8p)

（ホール６～８人前）

アップルケーキ（ホール10～12人前）

¥1,058

Whole strawberry cheese cake 16 cm (For 6-8p)

Whole apple tart 20cm (For 10-12p)

MESTRAL エクストラヴァージン オリーブオイル DOPシウラナ

250ml Extra Virgin Olive Oil MESTRAL

＊こちらは前日までにご予約ください。Book essential one day in advance

Gracia
東京都渋谷区広尾5-4-16 EAT PLAY WORKS THE RESTAURANT 2F
2F, 5-4-16 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo
TEL03-6432-5013

FAX03-6432-5014

営業時間 11:30-14:00

17:30-20:00

Business hours 11: 30-14: 00 17: 30-20: 00
テイクアウト受取時間11:30～21:30まで
Available to takeaway from 11:30 to 21:30

¥2,160
¥6,372
¥6,372
¥3,132
¥1,771

※金額は8％の消費税込みとなります。* The amount includes 8% consumption tax.

