
シェアメニューシェアメニューシェアメニューシェアメニュー 
 ½皿 １皿 

フォルゲロレスのコカパンとトマト (Pan de coca con tomate)     2,85€ 

自家製ハムコロッケ（4個または8個）(Croquetas jamón)   8,05€ 12,85€ 

自家製シーフードコロッケ（4個または8個）(Croquetas marisco)  8,90€ 14,25€ 

ハニーアイオリとイベリコベーコン入り黒米コロッケ（4個または8個入り）
(Croquetas arroz negro)  

 9,45€ 15,10€ 

ムール貝のシーフードソース (Mejillones marinera)   15,10€ 

魚のフライ「モラーリャ」(Pescadito frito)   9,95€ 15,90€ 

タラのフリッター (Buñuelos bacalao) 10,05€ 16,25€ 

カンタブリア産カタクチイワシのフィレ（3〜6枚）(Anchoas)   9,50€ 16,95€ 

イカのリングフライ、タルタルソース (Calamares romana)  11,40€ 19,80€ 

リアスのザルガイ、蒸しまたはグリル (Berberechos vapor o plancha) 12,30€ 19,80€ 

マテ貝のグリル、レモングラス風味 (Navajas)   19,80€ 

ハモンイベリコ・グランレゼルバ、ナイフでスライス (Jamón Ibérico) 15,00€ 25,00€ 

ガリシア産タコとゆでじゃがいものパプリカ和え (Pulpo)  15,45€ 27,50€ 

ガリシア産アサリ、マリネラソース (Almejas marinera)  28,50€ 

「クロスカダ・ロカ」（ガリシア産アサリ、リアスのザルガイ、ムール貝）。
(Closcada Loca)  

 31,50€ 

 

前菜前菜前菜前菜 
アンダルシア風ガスパチョ ピカディージョ添え (Gazpacho)  12,95€ 

ロックフィッシュとエビのスープ (Sopa pescado)    8,60€ 13,80€ 

サーモンのタルタル、シトラスフルーツとクリスピーサーモンの皮添え  
(Tartar salmón) 

 16,10€ 

フレッシュトマトのサラダ  マグロのハラミ、スプリングオニオン、カラマタオリ

ーブ入り(Ensalada tomates) 

 19,50€ 

シーフードソースのスパゲッティ(Espaguetis marinera-) 

 

 19,50€ 

マグロロインのタルタル、クリーミーアボカドとピスタチオナッツと豆乳添え 
(Tartar atún)  

 25,45€ 

 

米料理米料理米料理米料理（（（（2人前より）人前より）人前より）人前より） 
野菜のパエリア (Paella verduras)  19,65€/1人 

海老とイカのフィデウア、アリオリ添え（サイド）(Fideuà)   20,65€/1人 

セニョレット・パエリア (Paella del Senyoret)  22,00€/1人 

イカとアサリのブラックライス (Arroz negro)   23,60€/1人 

シーフードパエリア (Paella Marinera)   27,25€/1人 

オマール海老のパエリアまたはアロス・カルドソ (Paella o Caldoso Bogavante)  38,00€/1人 

   

        



アルミランテ・ディッシュアルミランテ・ディッシュアルミランテ・ディッシュアルミランテ・ディッシュ 
シーフードグリル（輸入魚介類）(Mariscada plancha)  

(ロブスター1/2尾、アカザエビ、エビ、マテガイ、ザルガイ、アサリ、ムール貝) 

 84,50€/1人 

 

 

当店の「カニ」料理当店の「カニ」料理当店の「カニ」料理当店の「カニ」料理 
調理済みカニ（1匹）(Buey de mar)   24,00€ 

 

地元産魚料理地元産魚料理地元産魚料理地元産魚料理 
鯛、オーブン焼きまたは塩焼き (Dorada horno o sal)  19,30€ 

ドノスティア風メルルーサフィレ、野菜炒め添え (Merluza a la Donostiarra)   20,60€ 

グリルサーモンのライムソース添え、オレンジとホワイトアスパラガス  
(Salmón plancha-)  

 21,40€ 

北部産メルルーサのグリル、蒸し野菜添え (Merluza a la plancha)   21,70€ 

鱈のロース、イディアサバルチーズとほうれん草とペドロ・ヒメネスソース添え
(Bacalao Idiazábal) 

 23,40€ 

マグロのたたき、スパイシートマトとキャラメリゼクルミの醤油ソースがけ  
(Tataki de atún)  

 25,50€ 

イシビラメのポテトチップスとパルメザンチーズのクリーミーソース煮、 グレイ

ズドフレンチオニオン添え (Rodaballo)  

 27,50€ 

アンコウのマリネラ風キャセロール (Rape a la marinera)  27,50€ 

アンコウとポテトの漁師風煮込み (Suquet de pescadores)   27,50€ 

 

肉料理肉料理肉料理肉料理 
カングレバーガー（ビーフバーガー、バンズ付き）(Cangreburguer)   14,00€ 

カジョス・ア・ラ・マドリレーニャ（もつ煮込み）(Callos)   17,00€ 

牛肉のアントルコート、ローストベビーポテト添え (Entrecot)   22,00€ 

牛ヒレ肉のペドロ・ヒメネスソース煮込み (Solomillo)   25,50€ 

   

 

デザートデザートデザートデザート 
ベリーとクランブルのチーズケーキ (Tarta de queso)     6,75€ 

チョコレートブラウニー、セロリとライムのシャーベット添え (Brownie)     6,75€ 

キャラメルクリームのミルフィーユ、ヌガーアイス添え (Hojaldre de crema)     6,75€ 

レモンライムのクリームとメレンゲのキャラメリゼミルフィーユ  (Crema y merengue)     6,75€ 

自家製ティラミス、コーヒークリーム添え (Tiramisú)     6,75€ 

季節のフルーツ、甘草ギリシャヨーグルト添え (Fruta)     6,75€ 

自家製アイスクリーム（チョコレート、バニラ、ヌガー）(Helado Artesano)     6,75€ 

 

  



SUGGESTIONS 
 

 

 

Sardines in pickle 8,00 €  

Boiled Sea snails (cañaillas)  17,00 €  

Sautéed little prawns 18,80 €  

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Grilled fish of the day (to share) 
(Sea Bream, Monkfish, Hake, Crayfish and 
Beach Prawn, Beach Squid and Mussels) 
 

 
45,00 

 
 
€ 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECT FROM SPANISH FISH MARKETS: 

 
 
 
 

     

 Guillardeau Oyster nº3 5,50/ Ud  

 Beach Crayfish (Dublin bay prawn) (100 gr.) 20,00 €  

 Galician Barnacles (100 gr.) 27,00 €  

 Grilled Large Prawn (100 gr.) 27,00 €  

 “Espardenyes” Grilled Sea Cucumbers  (100 gr.) 29,00 €  

 Fish of the day: 
Sea Bream, Sea Bass and Sole 
(Salted, Donostiarra Style, Baked or Grilled) 

90,00 € /Kg. 

     
     

 
 
 
 
 

 


