Something For First

From The Farm

焼き枝 豆 焙じ茶塩

自家製ピクルス

スパイシーナッツ

Grilled green soybeans
with roasted tea salt

Housemade pickles

Spicy Nuts

2,500

Grilled TARAMA beef &tomatoes

500

500

500

多良間牛と
厚切りトマトのグリル ２0０ｇ

黒毛和牛の名産地宮古島の黒毛和牛。焼きトマトと一緒に

発酵 鶏の直火 焼き

2,000

西洋わさび添え

Fermented grilled chicken with horse radish

キノコと
小海老のマリネ

鮮魚の
南蛮漬け

ベイクド
アボカド＆チーズ

Mushrooms & small shrimp
stewed with olive oil

Seasonal escabeche

Oven baked avocado &
cheese with honey sauce

500

500

Take a Bite

500

1,380

生ハムのサラダピッツァ
クリームチーズ
冷奴

ガーリックトースト
Garlic toast

Chilled tofu
with Cream cheese

Semi dried tomatoes &
mix olives

500

500

Prosciutto salad pizza

セミドライトマト
＆オリーブ

500

1,280

クアトロフォルマッジョ
Quattro formaggi pizza

1,280

シーフードボロネーゼピッツァ
Seafood bolognese pizza

+ ¥2 5 0 で
カンパーニュを
付けられます

For Cold

You can add bread
for an extra ¥250

680

ポテサラ ピカンテ

Pasta & Rice
680

シチリアンバンバンジー

Potato salad with picante sauce

Sicilian bang bang chicken

スモークしたハラペーニョとあえた
ピリ辛ポテトサラダ

レモンを搾っていただく、
さっぱりとしたシチリア風バンバンジー

920

戻りガツオの藁 焼き
Straw seared bonite

アボカドとマグロのわさび菜和え

880

Marinated tuna, avocado and wasabina

生ハムとチーズの盛り合わせ

1,400

Assorted of prosciutto & cheese

市場直 送
鮮魚のカルパッチョ

海の幸のボロネーゼ

1,280

Spaghetthi with seafood bolognese

LA N D 定番のパスタ

1,200

Carpaccio from the fish market

厚切りベーコンのカルボナーラ

1,380

Spaghetthi with thick-cut bacon carbonara

780

パテドカンパーニュ
Pate de campagne

大葉のジェノベーゼ

本日のオイルコンフィのせ

田舎風お肉のパテ

1,200

Spaghetthi with shiso perilla genovese topped fish olive oil confit of the day

For Warm

しらすのレモンクリームトロフィエ

840

市場直 送 鮮魚のオリーブオイルコンフィ

1,180

Trofie with shirasu & lemon cream

トロフィーの形をした生ショートパスタ

Fish olive oil confit of the day

サバとタラのフィッシュ＆チップス

1,100

焙じ茶塩とタルタルソースを添えて

マグロとアボカドのトロロBOWL

1,180

Fresh tuna & abocado rice bowl with grated Japanese yam

Fish (mackrel, codfish) & chips
with roasted tea salt & tartar sauce

950

発酵鶏の唐揚げ

LANDシーフードカレー

1,380

LAND Seafood Curry

Fermented fried chicken

島唐辛子ギョーザ

w/ラクレット

680

Okinawa red pepper Gyoza (Japanese dumplings)
w/ raclette cheese

イカゲソのフリット カレー塩添え

800

Calamari frit with curry flavor salt

魚介の怒りんぼうソース

980

フレンチフライ

680

スパイシーペッパーソース

French fries with spicy black pepper sauce

アボカド＆
サワークリームナチョス

島豆富のベジタコライス

1,080

Tofu "Taco" Rice

島豆腐をふんだんに使った人気のヘルシータコライス

680

Avocado ＆ sour cream nachos

Arrabiatta style Stewed Seafood

イイダコ・海老・あさり・イカのピリ辛トマト煮

Fun Green
フィッシャーマンズサラダ

レギュラー

1,380 /

ハーフ

780

930 /

ハーフ

630

Fisherman’s seafood salad (salmon, scallops, mussels, octopus)

サーモン、帆立、タコ、ムール貝が入った魚介のサラダ

じゃこと塩昆布の白菜シーザーサラダ

レギュラー

Chinese cabbage & shirasu, salt kelp caesar salad
※表 示 価 格 は 税 別となります。別 途 消費 税 がかかります。

