医療従事者への感謝を形に〜ペイフォワードプロジェクト〜
〜２月の活動報告

寄付総額419,618円に〜

メキシカンレストランを運営する株式会社 AVOCADO は、運営する Mexican Dining AVOCADO 新宿店を営

業再開した２０２０年 5 月 7 日から、コロナ禍が収束するまでの間、「応援メニュー」を設定。その売上から
10% を日本赤十字社に募金し続ける「ペイフォワードプロジェクト」を発表し今も継続中。

2 月は 2 度目の緊急事態宣言も延長し寒さも相まって厳しい状況が続いた。感染者数は下げ止まりが続き、まだ
まだ医療関係者への負担がある状況で少しでも貢献できればとの想いで続けている。

そんな中でも来店したお客様は「外食しながら、医療関係者の応援ができる！」といつも以上に積極的に応援メ
ニューを頼まれる方が多く、２月の寄付金は 30,914 円になった。飲食店の自粛が呼びかけられている中厳しい
運営状況が続くがコロナ禍が続く限り寄付を続けて行く。

■店主からの寄付報告全文

こんな時代、飲食店として社会により貢献できることはなんだろ

うと考え、『応援メニュー』の売り上げから 10％を日本赤十字社

に寄付することにし現在まで続けていますが正直厳しい状況で
す。しかし、「応援メニュー」は社会貢献の使命だという思いで
歯を食いしばって継続しています。ワクチンの接種が始まり少し
でも好況に転じることを期待したいです。
FOOD 人気の「アボカド食べ放題」

私たちも新たな施策を始めています。HP から買えるタコスセッ

トやお弁当も試行錯誤しながら改善を続け、15:00 からディナー

タイムを前倒しし予約限定２０％ OFF も好評をいただいていま
す。旅 行 会 社 の HIS と の コ ラ ボ で メ キ シ コ 現 地 と 日 本 の

AVOCADO を繋いだオンラインイベントも成功に終わり、新た
なイベントも今後企画していきたいと思っています。

今後も医療関係者の方々と心を一つに明るく楽しく頑張って参り
ます。

２ 月 の 寄 付 金 は 30,914 円 と な り 5 月 か ら 始 め た 総 額 は
419,618 円になりました。

2 階フロア

今後もコロナ禍が続く限り継続的に寄付を続けて参ります。
私たちのウリは、美味しくてヘルシーなメキシカンやアボカド料
理ですが、それ以上にこのお店の雰囲気はウチにしかない独特な
世界だと思っております。

ぜひ、ランチや早めのディナーにもお立ち寄り頂ければ幸いです。
そして Pay it Forward、私たちの活動が少しでも世界の安寧に
通販サイト「BASE」で販売を開始
した「おうち de タコスパーティセッ
ト」4 人前￥ 6380（送料、税込み
価格）応援メニューに設定し 10%
を寄付

役立ちますように。

店主

https://www.instagram.com/avocado̲shinjuku/
https://lin.ee/B1uvrsw

tw̲avocado

平日ランチ

ONE PLATE
ワンプレートメニューをご注文の方は

『ミニフレッシュジュース』＆『本日のスープ』付
Plate menu comes with a “mini fresh juice” and “todayʼs soup”

Avocado & Marinated
Shrimp Rice Bowl

Multigrain Taco Rice
十六穀米タコライス

アボカドとエビマリネの十六穀米ボウル

1100yen

1100yen

ヘルシーな十六穀ご飯をつかったタコライス

贅沢なコクと濃厚な味わいが自慢の高品質ア

に、と ろ ー り 温 泉 た ま ご を の せ た 大 人 気 プ

ボカドをたっぷり1/2個つかったおいしくて

レート！

応 援ー
メ ニュ

健康的なメニュー！

Tacos plate

Chicken Fajita

タコスプレート

チキンファヒータ

1100yen

1100yen
「ファヒータ」とは細いものという意味。

メキシコの定番料理！

アツアツの鉄板にのったたっぷり野菜と

トルティージャでくるっと具材を包み、

ジューシーなチキンをトルティージャで巻い

お好みでサルサを加えて召し上がれ。

てガブッとお召し上がりください。

＜トルティージャ付き＞

＜トルティージャ付き＞

Sushi-bowl with
Fresh Tuna and Salmon

Avocado Caesar Salad
アボカドシーザーサラダ

1100yen

まぐろとサーモンのバラチラシボウル

1210yen

メキシコ生まれのシーザーサラダ！もりもり
のアボカド×たっぷり野菜×チキンのサラダ

まぐろ、サーモンをわさび醤油であえた、間違

メインのヘルシーメニューです。

いナシのおいしさ！隠し味のしば漬けがアク

＜トルティージャ付き＞

セントになって、心弾むバラチラシです。見た
目も彩り鮮やか♪濃厚でまろやかなアボカド
と一緒に召し上がれ！

Roast Beef Rice Bowl
with Soft-boiled Egg
ローストビーフ丼 with 半熟卵

1210yen
US産の脂肪分の少ない赤身肉にトマトのサル
サとぷちぷちの食感がくせになるとびっこを

表記の金額は全て税込価格です。

かけました。さらに濃厚なアボカドと半熟卵

The price includes tax.

を、On The Beef !!

よりヘルシーでバランスを考えた自慢のmini DELIはコチラ↓↓

mini MENU
mini DELI ＋220yen
アボカド増量 1/2 個

パセリサラダ

日本一栄養価の高いアボカドをそ

モデルさんの間でも人気の抗酸化

のまま追加。アボカドのおいしさ

作用も期待でき、栄養たっぷりの

をダイレクトに味わいください。

アンチエイジングサラダです。

ミニワカモレ

オーガニックキャロットラペ

AVOCADO自慢のアボカドをメキ

オーガニックの人参を使ったキャ

シ コ で 人 気 の ワカモレにしまし
た。トトポス（トルティーヤチップ
ス）や、PLATEに乗せてお召し上が
りください。

ロットラペは、味の濃い人参をシ
ンプルな味付けで。安心してお召
し上がりいただけます。

Set Drinks +110yen
■南米ブレンドコーヒー [ ホット / アイス ]

■オレンジジュース

■ハイビスカスティー [ ホット / アイス ]

■グレープフルーツジュース

South American Blend Coﬀee [hot/ice]

Hibiscus tea [hot/ice]

Orange Juice

Grapefruit Juice

表記の金額は全て税込価格です。 The price includes tax.

APPETIZER
前

… スパイシー

… 伝統的なメキシコ料理

菜

… アボカドをつかった料理

… 和とメキシカンを掛け合わせた料理

AVOCADO-Style
Mixed Appetizer Plate

Guacamole

AVOCADO 前菜盛り合わせ

つくりたてワカモレ

2,090yen

1,070yen

自慢のアボカドをたっぷりと使った、シェフ

高品質なアボカドのおいしさが味わえる、

おすすめの前菜盛合わせ。

アボカドディップ。

Salmon and Avocado
Ceviche

Roasted beef
with Avocado

サーモンとアボカドのセビーチェ

960yen

ローストビーフ with アボカド

1,070yen

新鮮なアボカドとサーモンを、中南米のマリ
ネ料理「セビーチェ」に。

US産赤身肉を使ったやわらかな自家製ロース
トビーフを、アボカドと一緒に。

Chili con Carne
with Totopos

Spicy Mexican
chorizo grill
ピリ辛メキシカンチョリソーグリル

チリコンカルネ & トトポス

960yen

970yen

肉汁がにじみ出る、ジューシーな焼きたてメ

ひき肉、野菜、金時豆、スパイスを手間隙かけ

キシカンチョリソー。

てじっくりと煮込んだミートソース。

Mexican Lime
Chili Potato

Liver Pâté

メキシカンライムチリポテト

レバーパテ

710yen

730yen

タヒンとチリパウダーが香るちょっと大人な

お店で丁寧に仕込んだ、
なめらかかつ濃厚な

フライドポテト。ビールやテキーラのお共に！

レバーパテ。

SALAD
サ

ラ

ダ

Chicken mole
tostada salad

Avocado & cactus
Cobb salad

チキンモレトスターダスの

アボカドサボテンコブサラダ

サラダ仕立て

1,320yen

1,500yen

トスターダスとは、トルティーヤを皿に見立て
たくさんの具材を乗せて食べるメキシカンメ
ニュー。チキンとカブの酢漬け（Japan）、モー
レ（Mexican）を掛け合わせ、JAPAN-MEXな
サラダ仕立てにしました。

フレッシュ野菜とアボカド、サボテンをたっぷ
り使い、少しスパイシーなメキシカンテイスト
に仕上げたカラフルなサラダ。

表記の金額は全て税込価格です。 The price includes tax.

Tacos & Tortilla
タコス & トルティーヤ

… スパイシー

… 伝統的なメキシコ料理

… アボカドをつかった料理

… 和とメキシカンを掛け合わせた料理

Beef Tacos

Chicken Tacos

ビーフタコス

チキンタコス

ピクルススタイル

ピクルススタイル

600yen

600yen

丁寧にグリルしたビーフの旨みを、
トルティー

ほんのりスパイシーなジューシーチキンは、
ト

ヤで包み込んで。

ルティーヤとの相性抜群。

Avocado Tacos
アボカドのタコス

600yen
濃厚なアボカドとさっぱりしたサルサが好相

Shrimp and
avocado taquitos
海老とアボカドのタキートス

770yen

性。アボカド好きならはずせない一品！

ガーリックトマトでマリネした海老とアボカド

Cheese and jalapeño
quesadilla

Enchiladas salsa roja
& salsa verdes

濃厚ケサディーヤ

エンチラーダス ロハ & ヴェルデス

1070yen

1,210yen

たっぷりチーズとメキシカンならではのハラ

スパイシーなチキンをコーントルティーヤで包

( チーズ & ハラペーニョ )

ペーニョをトルティーヤで挟み焼きしたメキシ

ディップをトルティーヤで包んで揚げました。

み、サルサロハ、サルサヴェルデをかけて。

カンフード。

応 援ー
メ ニュ

Nachos with fresh salsa
and cheddar cheese
ナチョス サルサとチェダーチーズ

1,210yen
トトポス（トルティーヤチップ）にサルサメヒカー
ナとアボカド、ハラペーニョ、濃厚チェダーチー
ズをかけて。

表記の金額は全て税込価格です。 The price includes tax.

MAIN DISH
メ

イ

ン

デ

ィ

ッ

シ

ュ

Camarones al ajillo

Beef steak fajita

カマロネス

ビーフステーキファヒータ

アル

アヒージョ

2,530yen

1,480yen

メ キ シ コ 産 牛 ス テ ー キ200gと 野 菜 を フ ラ

メキシコチレ
（ワヒージョ・アルボル）
を使用し

ワートルティーヤ(小麦粉の皮)で包んで食べ

ガーリック炒めにした海老料理。
ビールはもちろ

るメキシカンの大定番メニュー当店自慢のア

ん、
プレミアムテキーラのお供に相性抜群の1品。

ボカドと一緒に。

Chicken mole

Mexican Pork
Herb Steak with Guacamole

- cacao and miso base 若鶏のモレ

メキシカンポーク ハーブステーキ

カカオと麦味噌仕立て

2,030yen

2,170yen

カカオとス パイスを煮込んだメキシコ伝統のチョコ
レートソース「モレ」をなめみそ「金山寺味噌」と掛け合
わせたJAPAN-MEX。味噌の風味とモレのスパイシー
感がマリアージュした新感覚の煮込み料理。

まろやかな甘みあるメキシカンポークに、
ワカモレ(アボカドディップ)を添えて。

Cheese Risotto
with Avocado
アボカドのせチーズリゾット

1,430yen
濃厚なチーズが香るリゾットを、まろやかで
クリーミーなアボカドと一緒に。

DESSERT
デ

ザ

ー

ト

Homemade
Avocado Pound Cake

Cactus Icecream

自家製アボカドパウンドケーキ

サボテンアイス

770yen

660yen

”森のバター”アボカドをバター代わりにした

濃厚ながらもさわやか。食物繊維たっぷりの

ほっくりケーキ。

サボテン果肉入りアイス。

Gâteau au Chocolat
ガトーショコラ

660yen
濃 厚 な 味 わ い の チ ョ コ レ ー ト ケ ー キ に、フ
ルーツを添えて。

表記の金額は全て税込価格です。 The price includes tax.

メキシカンを楽しむ
必須アイテム!!

追

Salsa Mexicana

Salsa Verde

サルサメヒカーナ

SALSA

加

サ

ル

サ

Salsa Roja

サルサヴェルデ

Chipotle Mayo

サルサ ロハ

チポトレマヨネーズ

Sour Cream
サワークリーム

220yen

220yen

220yen

220yen

220yen

メキシコ国旗と同じ
「赤・白・
緑」
のサルサ。
さっぱりしている
ので、
何にでも合います。

グリーントマトベースの、
その
名の通りヴェルデ＝緑色のサ
ルサ。
さわやかな塩気。

メキシコでポピュラーな、
ベー
シックピリ辛トマトソース。
シン
プルで爽やかな辛味です。

燻製トウガラシを混ぜ込んだ
ちょっぴりスパイシーなマヨ
ネーズ。

メキシコ料理には欠かせない
さっぱり＆まろやかなクリー
ム。
何にでも合います。

SIDE ORDERS
サ

Corn Tortilla

イ

ド

メ

ニ

ュ

ー

コーントルティーヤ (１枚 )

フラワートルティーヤ (１枚 )

Flour Tortilla

Totopos

Baguettes

Jalapeño

110yen

110yen

330yen

220yen

330yen

トトポス

バゲット (4 枚 )

SALUD!

!

Buen Provecho!

!

＊The price includes tax.
＊We kindly request all guests to order at least one drink with their meal.
＊There is a customary cover charge of 500yen per guest which includes
ﬁnger food. (The variety will depend on the day.)
＊表記の金額は全て税込価格です。
＊お食事と一緒にワンドリンク以上のご注文をお願い致します。
＊お一人様500円のチャージを頂戴いたします。

ハラペーニョ

PREMIUM TEQUILA
プ

レ

… ロスアルトス地方

ミ

ア

ム

テ

キ

ー

ラ

… バジェス地方

… グアナファト州

<< BLANCO >>
ブランコ

Herradura Plata

770yen

Cuervo 1800 Silver

880yen

Cascahuin Blanco

880yen

Cazadores Blanco

880yen

エラドゥーラ プラタ

カサドレス

990yen

ドン フリオ ブランコ

Sauza Tres Generaciones

1,430yen

Patron Silver

1,540yen

サウザ３ジェネレーション

クエルボ 1800 シルバー

カスカウイン

Don Julio Blanco
オーガニック

ブランコ

ブランコ

パトロン

シルバー

<< REPOSADO >>
レポサド

Cuervo 1800 Reposado

990yen

Cazadores Reposado

990yen

Don Julio Reposado

1,100yen

クエルボ 1800 レポサド

カサドレス

Herradura Reposado

1,320yen

Patron Reposado

1,760yen

エラドゥーラ レポサド

レポサド

ドン フリオ レポサド

パトロン

レポサド

<< AÑEJO >>
アネホ

Cazadores Añejo

1,320yen

Don Julio Añejo

1,760yen

Cuervo 1800 Añejo

1,870yen

カサドレス

アネホ

Herradura Añejo

1,980yen

Patron Añejo

1,980yen

エラドゥーラ アネホ

ドン フリオ アネホ

クエルボ 1800 アネホ

パトロン

アネホ

表記の金額は全て税込価格です。 The price includes tax.

TEQUILA COCKTAIL
テ

キ

ー

Mexicoke

820yen

Paloma

880yen

Tequila Sunrise

880yen

ラ

カ

ク

テ

ル

Tequila Buck

880yen

Tequonic

880yen

Tequila Highball

880yen

Margarita

990yen

テキーラバック

メキシコーク

テコニック

パローマ

テキーラサンライズ

Tequila Fruit Sour [Lime]

930yen

テキーラ生ライムサワー

テキーラハイボール

マルガリータ

Tequila Mojito

1,100yen

テキーラモヒート

Frozen Margarita

1,320yen

フローズンマルガリータ

テキーラとは？
テキーラはアガベ(リュウゼツラン)を原料とした蒸留酒で、
メキシコのテキーラ地区で生産、認定されたものだけが「テキーラ」と呼ばれます。
なかでも副原料なしのアガベ100%で造られたものは「プレミアムテキーラ」といい、
そのピュアな味わいはハリウッドセレブをはじめ、世界を魅了しています。

≪熟成度≫

≪テロワール≫

テキーラは熟成度により呼称があり、味わいが変化します。

ワインと同じように、テキーラにもテロワール（産地特有の

例えば、熟成の浅いブランコはアガベの香りをストレートに

特徴）があり、生産地域によって味わいの傾向を楽しむこと

感じさせ、レポサドはアガベと樽香のバランスが秀逸に保た

ができます。

れ、アニェホは樽の香りがゴージャスさを演出。同一の銘柄
でも熟成度で異なる味わいを楽しみください。
グアナファト州

ブランコ

Blanco

ロスアルトス地方

樽熟成なしor 60日未満。
ストレートなアガベの香り。
バジェス地方

レポサド

Reposado

最低60日間の樽熟成。
アガベと樽香のバランス。

ロスアルトス地方

アネホ

Añejo

最低1年間の樽熟成。
ゴージャスな樽の香り。

バジェス地方

エクストラアネホ

Extra Añejo

最低3年間の樽熟成。
より芳醇な香りと熟成味。

Los Altos

テキーラの産地であるハリスコ州グアダラハラ市街を中心として、東側はロスア
ルトス地方(ハイランド)と呼ばれます。ロスアルトスの肥沃な土壌で育つアガベ
は、糖分たっぷりでジューシーであることが特徴。甘みに富み、フルーティーな
香りが感じられます。
Valles

グアダラハラの市街の西側はバジェス地方(ローランド)と呼ばれます。バジェス
で育つアガベは繊維質で硬いのが特徴で、辛口でシャープ、引き締まった風味の
テキーラになります。

グアナファト州

Guanajuato

産地や呼称が厳しく制限されているテキーラですが、テキーラ5州と呼ばれる5大産
地の一つがグアナファト州。ハリスコ州以外の珍しい産地から届いたテキーラです。

表記の金額は全て税込価格です。 The price includes tax.

MEXICAN BEER
メ

キ

シ

コ

ビ

ー

ル

Corona

Tecate

Dos Equis Lager

コロナ

テカテ

ドスエキスラガー

820yen

880yen

930yen

日本ではライムを瓶に差し込みラッ

メキシコで１番人気のある国民的

柔らかいのみ口と爽快な喉越し、ク

パ飲みするスタイルがすっかり定着。

ビールです。ライムを絞って塩をふ

セのないさわやかな後味が特徴。ど

ライトでスムースな飲み心地が人気

り、豪快に飲むのが、メキシコ流テ

んな料理にも合わせやすいメキシカ

のラガービールです。( ライム付き )

カテの飲み方。( ライム・ソルト付き )

ンラガービールです。

Modelo Especial

Negra Modelo

モデロ エスペシャル

ネグラ モデロ

990yen

990yen

モルトの甘味をよく感じられマッタ

ダークな色とは裏腹に、フルーティ
な香りと麦芽風味がしっかりとあり、

リした口当たり。苦味は弱めで後味

苦味もあるが全体的なバランスが良

に少し酸味が残ります。非常に飲み

く、フレッシュな後口です。

やすいので女性の方におすすめ！

JAPANESE DRAFT BEER
ビ

The Premium Molt’s <Ale Beer>

ー

ル

710yen

ザ・プレミアムモルツ <香るエール>

WINE
ワ

イ

ン

<< SPARKLING >>
スパークリング

Riebeek Sparkling Brut

Cava del Principe Dry NV

リーベック スパークリング ブリュット

カバ デル プリンシペ ドライ NV

辛口 [ South Africa / 南アフリカ ]

辛口 [ Spain / スペイン ]

Glass 1040yen/ Bottle 5,500yen

Glass 1040yen/ Bottle 5,280yen

フレッシュな酸味、
トロピカルフルーツ
やビスケットなどの香り。
ふくよかな余
韻とコク。

口当たりは柔らく、
軽快な酸味、
果実味に
由来するほのかな甘み、
コクが感じられ
る。

表記の金額は全て税込価格です。 The price includes tax.

ソムリエが造る新生ワイナリー
フランク・マサール｜Franck Massard

南北アメリカ大陸最古のワイナリー
カーサ・マデロ｜CASA MADERO

Casa Madero
Chardonnay

Casa Madero

カーサマデロ
シャルドネ

カーサマデロ
カベルネ ソーヴィニヨン

辛口[ Mexico / メキシコ ]

ミディアムボディ[ Mexico / メキシコ ]

Glass 7 70yen

Glass 7 70yen

Bottle 4,400yen

Bottle 4,400yen

完熟した南洋の果実の香りと
樽の芳ばしい味わいの調和が
取れており、余韻が楽しめる
ワインです。

メキシコ高級葡萄産地バラ
ス・ヴァレーのカベルネ種を
使 用、プ ラ ム や ブ ラ ッ ク ベ
リーの芳醇な香りと程よいタ
ンニンが調和した赤ワイン。

Franck Massard
Catalunya Blanco

Cabernet Sauvignon

フランク・マサール
カタルーニャ・ブランコ
辛口 [ Spain / スペイン ]

4,400yen
青リンゴ、シトロン、タイムな
どの香り。潮の風味とほのか
な苦味が整ったビオワイン。

Franck Massard
Catalunya Rojo
フランク・マサール
カタルーニャ・ロホ

アメリカ
フランス

Spain

スペイン

Mexico

ミディアムボディ [ Spain / スペイン ]

4,400yen
フランボワーズ、ユーカリな
ど鉱物的な香り。ピュアで柔
らかな果実味のあるビオワイ
ン。

メキシコ

シラーズの銘醸地が手がけるワイナリー
ボデガス・カリア｜Bodegas Callia
イタリアの血を引く名門ワイナリー
ラセット｜L.A.CETTO

ブラジル

カリア アルタ
マルベック

L.A.Cetto
Sauvignon Blanc
ラセット
ソーヴィニヨン ブラン

Callia Alta Malbec
フルボディ [ Argentina / アルゼンチン ]

Argentina
アルゼンチン

辛口[ Mexico / メキシコ ]

4,180yen
標 高630ｍ、ア ン デ ス の 尾 根
で産まれるグットバリューな
アルゼンチンを代表するブド
ウ品種マルベック。
ジューシーな赤系果実、コー
ヒー、チョコを想わせる複雑
なフレーバーが特徴。

3,850yen
若草のようなフレッシュな香
りと、口に含んだ瞬間から感
じとれるさわやかな酸味が心
地よいワインです。味わいに
厚みを感じる、コクのある辛
口白ワイン。

アルゼンチンとフランスの調和ワイナリー
ボデガス・カロ｜Bodegas Caro

L.A.Cetto Petite
Sirah

L.A.Cetto Cabernet
Sauvignon

ラセット
プティシラー

ラセット
カベルネソーヴィニヨン

フルボディ[ Mexico / メキシコ ]

ミディアムボディ[ Mexico / メキシコ ]

3,850yen

3,850yen

味わいは、甘くソフトなタン
ニン。ほとばしる様な凝縮し
た果実味が印象的。

メ キ シ コ 国 内 NO.1 ワ イ ナ
リーのラセットで丹念に作っ
たブドウと最新技術の導入に
より、上質のワインを生産し
ています。やさしく滑らかな
口当たりと樽香が印象的なバ
ランスの良いワインです。

Caro Aruma Malbec
カロ アルマ マルベック
フルボディ [ Argentina / アルゼンチン ]

4,950yen
アルゼンチンの代表的なブドウ
品種であるマルベック種を
100%使用し、アルゼンチンなら
ではの気候・土壌で育ったブド
ウの魅力を引き出したこだわり
の逸品です。ブルーベリーやスパ
イスを思わせる香りと、果実味豊
かで上品な味わいが楽しめます。

STANDARD COCKTAIL
ス

Gin and Tonic

タ

ン

ダ

ー

ド

カ

820yen
820yen

Operator

820yen

テ

ル

Moscow Mule

820yen

Cassis and Orange

820yen

モスコミュール

ジントニック

Rum and Coke

ク

ラムコーク

カシスオレンジ

Shandy Gaff

オペレーター

880yen

シャンディーガフ

Mimosa

Ballantine's Highball

880yen

バランタインハイボール

ミモザ

American Lemonade

880yen

930yen

＊その他、スタッフまでお尋ねください。
＊Please ask our staﬀ for details.

アメリカンレモネード

SANGRIA
サ

Sangria

ン

グ

ア

Sangria

990yen

- Glass

リ

サングリア - グラス

- Decanter

2,750yen

サングリア - デキャンタ

Sangria Sparkling

- Glass

1040yen

(Sangria + Ginger Ale)
サングリア スパークリング - グラス

SOFT DRINK
ソ

フ

ト

ド

リ

ン

ク

Pfalzer Traubensaft

820yen

ファルツアートラベンザフト（オーガニックの赤ぶどうジュース）

Orange Juice

660yen

オレンジジュース

Ginger Ale

ジンジャエール

Grapefruit Juice

660yen

グレープフルーツジュース

660yen

Oolong Tea

660yen

ウーロン茶

表記の金額は全て税込価格です。 The price includes tax.

Avocado of AVOCADO
AVOCADOのアボカド

店名にも AVOCADO を掲げる私たちが提供するアボカドは、
世界でも選りすぐりの最高品質のアボカドです。

ヘルシーな
スーパーフード
アボカドの果肉には脂肪分が約16%含まれていますが、アボカドの脂肪分
の多くは不飽和脂肪酸といい、コレステロール値を下げる機能があります。
そのほかにもカリウム、ビタミンE、B群や食物繊維も含んでおり、美肌づ
くりや高血圧予防、老化防止にも効果が。まさに"食べる美容液"です。その
栄養価の高さは「世界一栄養価の高い果物」としてギネスブックにも公式認
定されています。

厳選したアボカド
厳選された素材
アボカドはメキシコと中央アメリカを原産とし、その中でも日本で輸入し
ているアボカドのほとんどはメキシコ産です。AVOCADOのアボカドもメ
キシコ産ですが、栽培段階から日本企業が管理し不飽和脂肪酸を多く含む
ものだけ厳選した高品質なアボカド。AYALAさん親子が育てたアボカドを
最もおいしい状態で提供します。

AYALA さん親子が
愛情こめて作ったアボカドです
アボカドの一大産地であるメキシコ・ミチョアカン州
では標高およそ1300m ～ 2700mにある農園でアボカ
ドが栽培されていますが、なかでも中高地の多いタカ
ンバロ地区で育つアボカドは、その寒暖差から年間を
通して高いオイル分を含んでいます。
そこからさらに2段階の選別を経て輸入され、日本人
の手で徹底した管理の下、食べ頃になるまで追熟させ
ます。そうして最もおいしく食べられるようになった
安全安心なアボカドだけを提供しています。
世界でも稀な最高品質のアボカドをぜひAVOCADOで
お楽しみください。

休日
限定
アボカド1/2個増量 +240yen

「食べる美容液」アボカド

最高品質のアボカドを召し上がれ

「世界一栄養価の高い果物としてギネスブックにも公式認定さ

AVOCADOで使用しているアボカドは、栽培段階から日本企

れているアボカド。その果肉には脂肪分が約16％含まれていま
すが、アボカドの脂肪分は不飽和脂肪酸といい、オレイン酸、リ
ノール酸にはコレステロールを下げる効果があります。このほ
かにもカリウム、ビタミンE、ビタミンB群や食物繊維などを含

おかわりトルティーヤ(1枚) +110yen

むことから、アボカドは「食べる美容液」とも呼ばれます。

業が管理を行ない、不飽和脂肪酸を多く含むものだけを厳選

したとても高品質なアボカドです。その大きさは市販アボカド
の1.3倍!!さらに本当においしいアボカドを味わっていただく

ために、AVOCADOでは食べるのに最適な状態で入荷したも
のだけをみなさまに提供しています。

A.ドリンクセットランチ

B.アルコールセットランチ

A.ソフトドリンク
●ブレンドコーヒー[

ホット/アイス ]

●ハイビスカスティー[

● オレンジジュース

B.アルコールドリンク
ホット/アイス ]

●ウーロン茶

●ランチビール
（プレミアムモルツ） ●ワイン[

● グレープフルーツジュース

赤 / 白 / スパークリング ]

※2杯目 +330yen

応 援ー
メ ニュ

TVで話題の

AVOCADO名物！手間暇かけた

メキシカンの定番！本場コーントルティーヤの

十六穀米タコライス

タコスプレート

ヘルシーな十六穀ご飯をつかったタコライスに、

メキシコの定番料理！

アボカドとエビマリネの
十六穀米ボウル

お好みでサルサを加えて召し上がれ。

たっぷり1/2個つかったおいしくて健康的なメニュー！

トルティージャでくるっと具材を包み、

とろーり温泉たまごをのせた大人気プレート！
＜ごはん大盛無料＞

＜トルティージャ付き＞

A.【ドリンクセット】 1540yen

A.【ドリンクセット】 1540yen

B.【アルコールセット】1760yen

B.【アルコールセット】1760yen

■メキシコビール 770yen〜

・コロナ

・ネグラモデロ

・テカテ

・モデロエスペシャル など

贅沢なコクと濃厚な味わいが自慢の高品質アボカドを
＜ごはん大盛無料＞

A.【ドリンクセット】 1540yen
B.【アルコールセット】1760yen

メキシコと和のコラボレーション！

まぐろとサーモンの
バラチラシボウル

まぐろ、サーモンをわさび醤油であえた、間違いナシのおいしさ！
隠し味のしば漬けがアクセントになって、
心弾むバラチラシです。見た目も彩り鮮やか♪
濃厚でまろやかなアボカドと一緒に召し上がれ！
＜ごはん大盛無料＞

A.【ドリンクセット】 1650yen

B.【アルコールセット】1870yen

■サボテン入りシーザーサラダ 330yen

US産赤身肉とアボカドとサルサの

ローストビーフ丼
with半熟卵

US産の脂肪分の少ない赤身肉にトマトのサルサと
ぷちぷちの食感がくせになるとびっこをかけました。
さらに濃厚なアボカドと半熟卵を、On The Beef !!
一口目はまず赤身肉でアボカドを巻いて召し上がれ♪
＜ごはん大盛無料＞

A.【ドリンクセット】 1650yen

B.【アルコールセット】1870yen

熱々メキシカンスパイス香る

ビーフステーキファヒータ
アツアツの鉄板にのったたっぷり野菜とジューシーなビーフを
トルティージャで巻いてガブッとお召し上がりください。
＜トルティージャ付き＞

A.【ドリンクセット】 1870yen

B.【アルコールセット】2090yen

■デザート(本日のケーキ）＋110yen
※単品ドリンクはスタッフまでお声掛けください

表記の金額は全て税込価格です

