京都店

Appetizer 前菜

TACOS[2pieces]

おすすめプレート！

具だくさんタコス[2ピース]

甘辛スパイスに漬け込んだ

AVOCADO前菜盛り合わせ

¥1,700

パストル(豚肉)のタコス

¥1,000

AVOCADO-Style Appetizer Plate

Al Pastor(Pork) Tacos

プレミアムリッチアボカドの

自慢のアボカドでつくるワカモレがたっぷりの

つくりたてワカモレ

¥900

ワカモレシュリンプタコス

Guacamole

Guacamole Shrimp Tacos

原木からスライスしてお届けします！

アボカド好きならはずせない！

切りたてハモンセラーノ

¥800

アボカドのタコス

¥970

Jamon Serrano

Avocado Tacos

さっぱり系おつまみ

メキシカンにはこれが必要↓↓↓

季節野菜とサボテンのピクルス

¥600

Pickled Veggies and Cactus

¥1,000

自家製サルサ 各種

¥300

Homemade Salsa (EACH)

揚げたてサクサク

ハーブ風味のフライドポテト

¥650

Herb French Fries

●メヒカーナ

●ベルデ

Mexicana

大人のポテサラ

ゴルゴンゾーラのポテトサラダ

¥600

Verde

●ロハ
Roja

○サワークリーム

●チレロッホ
Chile Rojo

Sour Cream

Potato Salad with Gorgonzola
ワインにもテキーラにも

本日のチーズ2種盛り

¥700

Main Dish メインディッシュ

Today's Cheese Board

パクチー、ビネガーベースの酸味あるピピアンヴェルデソースで

定番おつまみ

オリーブ盛り合わせ

¥500

鴨肉のピピアンヴェルデ

Chili con Carne

Roasted Duck with Pipian Verde Sauce

自家製チリコンカルネたっぷり！

シンプルに塩とハーブ、たっぷりワカモレで

スパイシーナチョス

¥1,000

メキシカンハーブステーキ

Spicy Nachos

Mexican Herb Steak

トルティーヤでチーズを挟み焼き

世界遺産のメキシコ伝統料理のメインディッシュ

ケサディージャ

¥1,200

若鶏のモレ（カカオソース）

Quesadilla

Chicken with Mole Poblano

刺激的な辛さがクセになる!?

やわらかひな鶏をストウブで蒸し焼き

エンチラーダスロハ

¥1,000

ひな鶏と彩り野菜のオーブン焼き

Chicken Enchiladas Rojas

Oven-Roasted Chicken and Colorful Veggies

中南米のマリネ料理

ガッツリ300g!!

サーモンとアボカドのセビーチェ

¥800

厚切りビーフステーキ300g

Salon and Avocado Ceviche

Beef Steak 300g

やわらかなお肉とワカモレのまろやかさ

タコス風にトルティーヤで巻くのがおススメ！

ワカモレのローストビーフ巻き

¥900

カルネアサーダ

Spicy Nachos

Carne Asada

メキシコ生まれのサラダ

チーズとアボカドの最強コンビ

アボカドシーザーサラダ

¥900

Avocado Caesar Salad

¥1,500
¥1,800
¥1,600
¥2,200
¥2,800
¥1,800

アボカドのせチーズリゾット

¥1,200

Cheese Risotto with Avocado

自慢のアボカドをまるまる一個使った

まるごとアボカドサラダ

¥1,000

Dessert デザート

Avocado Salad
ころころアボカド入り

アンチョビの風味がアボカドにもよく合う

アボカドと野菜のオーブン焼きバーニャカウダ

¥1,200

Oven-baked Avocado & Veggie Bagna Cauda

＊商品価格は税別です

＊Excluding tax.

＊お食事と一緒にワンドリンク以上の注文をお願いいたします。
＊We kindly request all guests to order at least one drink with their meal.

＊お一人様300円のチャージを頂戴します（ポップコー食べ放題付き）。
＊There is a customery cover charge of 300yen per guest which includes
"pop corn -all you can eat-".

アボカドパウンドケーキ

¥600

Avocado Pound Cake
食物繊維もたっぷり

サボテンアイス

¥550

Cactus Icecream
しっとり濃厚

手作りガトーショコラ
Homemade Gateau au Chocolat

¥650

京都店

Mexican Beer

メキシコビール

コロナ

Premium Tequila
¥700

Corona

プレミアムテキーラ

ハリウッドセレブをはじめ、おしゃれに敏感な人たちに人気沸騰中のお
酒、テキーラ。AVOCADOでは、その中でも、アガベ100%で造られ

テカテ

¥800

Tecate

モデロエスペシャル

¥900

Modelo Especial

た「プレミアムテキーラ」だけを豊富に揃えています。
テキーラはその原材料となるアガベの産地や栽培方法、醸造所の特徴、
醸造方法、熟成度などによりさまざまな味わいを見せますが、プレミア
ムテキーラの香りの高さとピュアな味わいは、一度味わったらテキーラ
へのイメージがガラッと変わるはず。強いお酒が苦手という方でも、テ

ネグラモデロ

¥900

キーラカクテルにアレンジしてお楽しみいただけます。

¥950

プレミアムテキーラ [1ショット]

Negra Modelo

デイ・オブ・ザ・デッドIPA
Day of the Dead IPA

¥700~

Premium Tequila [1shot]

デイ・オブ・ザ・デッド

ヘーフェバイツェン ¥950

※テキーラリストをお持ちします。
※Please ask our staff for details.

Day of the Dead Hefeweizen

Japanese Draft Beer

ドラフトビール

ザ・プレミアム・モルツ<香るエール>

¥650

The Premium Malt’s <Ale Beer>

Tequila Cocktail

テキーラカクテル

パーフェクトマルガリータ

¥1,800

Perfect Margarita

マルガリータ

¥1,000

Margarita

Wine

フローズンマルガリータ

ワイン

本日のワイン 赤・白 [グラス]

¥900

Frozen Margarita

\650~

Today's Wine Red/White [Glass]

テキーラモヒート

¥1,000

Tequila Mojito

スパークリングワイン[グラス]

¥800

テキーラハイボール

Sparkling Wine [Glass]

Tequila Highball

※ボトルワインはワインリストをお持ちします。

エルディアブロ

¥900
¥750

El Diablo

メキシコーク

¥750

Mexicoke

Sangria

テコニック

サングリア

サングリア [グラス]

¥750

Tequonic

¥800

Sangria [Glass]

テキーラバック
Tequila Buck

サングリア [デキャンタ]

¥3,000

Sangria [Decanter]

テキーラサンライズ

¥850

Sangria Sparkling (Sangria and Ginger Ale) [Glass]

パローマ

¥750

Paloma

テキーラフルーツサワー
Tequila Fruits Sour
※フルーツの種類はスタッフまでお尋ねください。
※Please ask our staff for details.

Whiskey

ウイスキー
¥1,000

Yamazaki

白州

¥750

Tequila Sunrise

サングリアスパークリング [グラス]

山崎

¥750

¥900

Hakushu

＊商品価格は税別です ＊Excluding tax.

¥850

京都店

Standard Cocktail
モヒート

スタンダードカクテル
¥1,000

Mojito

キューバリブレ

¥750
¥750
¥750
¥750
¥750
¥750

グレープフルーツジュース
コーラ
ジンジャエール
エスプレッソ [シングル]

¥750

エスプレッソ [ダブル]
Espresso [Double]

¥750
¥750

Fuzzy Navel

カシスグレープフルーツ

¥500
¥500

Amaretto Ginger

ファジーネーブル

¥500

¥500
¥350

Espresso [Single]

Spumoni

アマレットジンジャー

オレンジジュース

Ginger Ale

Gin and Tonic

スプモーニ

¥600

Coke

Moscow Mule

ジントニック

ペリエ

Grapefruits Juice

Rebujito

モスコミュール

¥750

Orange juice

Sherry Lemonade

レブヒート

ローター・トラウベンモスト

Perrier

Sol Cubano

シェリーレモネード

ソフトドリンク

Roter Traubenmost

Cuba Libre

ソルクバーノ

Soft Drink

¥750

Cassis and Grapefruit

＊商品価格は税別です ＊Excluding tax.

¥500

