PARA EMPEZAR Y COMPARIR
大皿料理

Chorizo de la Olla チョリソー
Morcilla de Burgos 腸詰め（豚の血・米入り）
Croquetas de la Casa 生ハムコロッケ
Croquetones de Morcilla モルシヤコロッケ
Croquetones de Marisco 魚貝コロッケ
Empanadillas de Bonito 包み揚げ（ツナ・タマゴ・トマトソース）
Jamon Ibreico 生ハム（イベリコ豚）
Lomo Iberico 生ハム（背肉・ヒレ肉）
Chorizo Iberico イベリコチョリソー
Salchichon Iberico イベリコサラミ
Surtido de Iberico イベリコ盛り合わせ（生ハム・チョリソー・サラミ）
Queso Manchego 羊のチーズ（ラ・マンチャ産の山羊乳チーズ）
Torta del Casar 山羊のチーズ
Tabla de Quesos チーズ盛り合わせ
Pate Iberico con mermelada イベリコパテ／ジャム（パンに塗って）
Carta メニュー
SOPAS スープ
Judiones de la Granja インゲン豆のスープ
Sopa Castellana パンとタマゴのスープ
Sopa de Cebolla Gratinada ニンニクのグラタンスープ
Sopa de Cocido ポトフ

Macarrones c/tomate y chorizo トマトとチョリソーのペンネ
ENSALADAS サラダ
Ensalada Mixta ミックスサラダ
Ensalada de Canonigos con Ventresca ツナサラダ
Ensalada de la Casa スペシャルサラダ
Ensalada de Pimientos de Piquillo c/Ajos y Anchoas ピーマン／ニンニク／ア
ンチョビのサラダ

VERDURAS 野菜
Habitas con Jamon Iberico y Cebolla Caramelizada ソラマメとイベリコの生ハ
ム焼き（タマネギのカラメルソース）

Panache de Verduras Naturales 自然野菜のミックスサラダ
Esparragos dos Salsas アスパラガス（マヨネーズと野菜のビネガーソース）
Pimientos de Piqullio Rellenos ピーマンのツナ詰め（ツナ・タマゴ・トマトソー
ス）

Puerros en Vinagreta 長ネギ（野菜のビネガーソース）
Judias Verdes Rehogadas インゲン豆のソテー
Pochas en Vinagreta 豆（野菜のビネガーソース）
Gaspacho 野菜の冷製スープ（春〜夏のみ）
REVUELTOS タマゴの混ぜ料理
Revuelto de Setas o Ajetes キノコとニンニクの芽
Revuelto de Setas o Ajetes c/Gambas エビとキノコとニンニクの芽
Revuelto CANONIGOS タマゴの混ぜ料理（スペシャル）
PESCADOS
Trucha de la Granja al Horno マスのオーブン焼き
Salmon a la Plancha サーモンのオーブン焼き

Merluza a la Plancha o Romana タラのロマーナ風
Bacalao a la Bilbaina タラのバスク風
POSTRES
Helados Variados アイスクリーム（バニラ・ミルク・チョコ・ストロベリー）
Flan de la Casa 手作りプリン
Melocoton en Almibar 黄桃のシロップ漬け
Natillas カスタードクリーム
Arroz con Leche お米のミルクデザート
Tarta de Queso チーズケーキ
Cuajada con Miel クアハーダ（羊のミルクで作ったヨーグルトデザート）
Ponche Segoviano

セゴビアの伝統的なケーキ

Canutillos de Creama c/Helado パフェアイスクリーム（レモンアイスと手作りカ
スタード手作りクッキー巻き）

Fruta del Tiempo 季節の果物
CARNES 肉
Cochinilloa Asado Estilo Segovia con patatas
セゴビア風

子豚の丸焼き（フライドポテト付き）

Cordero Lechal Asado con Patatas
子羊の丸焼き（フライドポテト付き）

CHULETITAS DE CORDERO A LA PLANCHA CON PATATAS FRITAS
子羊の骨付きあばら肉（フライドポテト付き）

Cochifrito estilo canonigos dos salsas
子豚のオリーブオイル揚げ

Solomillo de bueny con patatas a lo pobre y pimientos
牛サーロインステーキ

Chuleta de ternera de Avila con patatas y pimientos
アビラ牛の骨付きあばら肉（アビラ地方）

Pierna de ternera asada con puré de patatas
ローストビーフ

Escalope de ternera con patatas
ビーフカツ

Bistec a la plancha con patatas
ビーフステーキ

Secretos de iberico a la plancha con patatas a lo pobre
イベリコ豚のステーキ（脇の肉）

Carrillera de iberico a lo “Pedro Ximenez” con patatas a lo pobre y
manzana
イベリコ豚のほほ肉シチュー（ワイン・ペドロ シメネス煮込み）

Costillas de cerdo asado con patatas a lo pobre
豚のあばら骨付きステーキ

¼ de cohinillo asado con patatas
子豚の丸焼き ¼（フライドポテト付き）
¼ de cordero asado con patata
子羊の丸焼き ¼（フライドポテト付き）
Huevos Naturales de “la granja de canonigos” con chorizo al infierno y
patatas fritas
目玉焼きとチョリソーとフライドポテト

Lomo de la Olla con pimientos del piquillo y huevos naturales con chorizo y
patatas fritas
豚の背肉焼き

赤ピーマン、目玉焼き、チョリソー、フライドポテト

Ensalada tempalada con gulas, colas de langosta, bacon, aliñada con
vinagre balsámico
シラスウナギとロブスターのサラダ（バルサミコソース）

Huevos estrellados sobre patatas acompañadas de salmón ahumado y
gulas
フライドポテトの上に目玉焼き（サーモン、シラスウナギ添え）

Sinfonía de setas y tacos de jamón ibérico con huevos rotos
イベリコの生ハム

キノコ各種

目玉焼き

Judiones de La Granja con perdiz y ensalada

チキン（ヤマウズラ）とインゲン豆のサラダ

menu infantil
お子様メニュー

2person
2 人前メニュー（2 人用）
2 人前料金（2 人用料金）
パン、飲み物（ワイン、ビール、ソフトドリンク）、デザート含む

Sevicio minimo por persona 2.5€
飲み物のみのご注文は、2.5€頂きます。

