
アップルパイに、バニラアイスとキャラメルソースで完璧デザート！ 濃厚でクリーミーな、NYらしいチーズケーキ

DESSERT

アップルパイ  バニラアイス添え ［ ドリンク付 ］
Apple Pie with Vanilla Ice Cream［ includes Drink ］

890（税込979） ＮＹチーズケーキ［ ドリンク付 ］
NY Cheese Cake［ includes Drink ］

940（税込1,034）

DESSERT

● コーヒー［Hot/Iced］

● エスプレッソ［Hot］

● アメリカーノ［Hot］

Coffee

Espresso

Americano

Cafe Latte

Organic Darjeeling Tea

● カフェラテ［Hot/Iced］

● オーガニック
     ダージリンティー［Hot］

Cappuccino

Iced Tea

● カプチーノ［Hot/Iced］

● アイスティーDRINK
Please choose one drink from the list.

お好きなドリンクをお選びください。

レモンタルト バニラアイス添え ［ ドリンク付 ］

爽やかなレモンの酸味とバニラアイスがベストマッチ
Lemon Tart with Vanilla Ice Cream［ includes Drink ］ 890（税込979）

チョコレートブラウニー  バニラアイス添え ［ ドリンク付 ］
Chocolate Brownie with Vanilla Ice Cream［ includes Drink ］ 890（税込979）
アメリカと言えばブラウニーでしょ！

TEA TIME
ENJOY!

ティータイム限定！
ドリンク付
デザートセット



FOOD

● コーヒー［Hot/Iced］

● エスプレッソ［Hot］

● アメリカーノ［Hot］

Coffee

Espresso

Americano

Cafe Latte

Organic Darjeeling Tea

● カフェラテ［Hot/Iced］

● オーガニック
     ダージリンティー［Hot］

Cappuccino

Iced Tea

● カプチーノ［Hot/Iced］

● アイスティーDRINK SET
Add a Drink for 270 yen (incl.tax297yen) 
to Your Food Order.

ドリンクセット 270（税込297）

FOOD

クレオール風ガンボプレート 
［ ライス・ミニサラダ付 ］

Creole Gumbo Plate［ includes Rice,  Mini Salad ］
1,040（税込1,144）

ガンボ（オクラ）やトマトなどたっぷりの具材を
ケイジャンスパイスで煮込んだスープ

1,140（税込1,254）

フライドチキンファフィータ
［ ジャンバラヤ・トルティーヤ・ミニサラダ付 ］

Fried Chicken Fajita［ includes Jambalaya, Tortilla,  Mini Salad ］
サクサクなクリスピーフライドチキンと
濃厚タルタルが相性抜群

ケイジャンミートボールパスタ
［ ミニサラダ付 ］

ゴロッとミートボールとトマトソースのコンビ
Cajun Meatball Spaghetti［ includes Mini Salad ］

1,040（税込1,144） 1,140（税込1,254）
タコライス 
［ ミニサラダ付 ］

Taco Rice［ includes Mini Salad ］

キャロル特製のピリ辛スパイシーなチリコンカン

キャロルバーガー 

ジューシーな肉汁溢れるビーフパティ
CARROLL Burger［ includes French Fries,  Mini Salad ］

1,140（税込1,254）
フレンチフライ
ミニサラダ付 

NEW

1,140（税込1,254）

NEW

生ハムと季節野菜のトマトクリームパスタ
［ ミニサラダ付 ］

Prosciutto & Seasonal Vegetables Spaghetti 
with Tomato Cream Sauce［ includes Mini Salad ］
生ハムと季節の野菜の彩り豊かな組み合わせ



Olive & Pickles

Jamón Serrano

Pincho

季節や仕入状況により内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。お米の産地情報については係りの者にお尋ねください。〈食物アレルギーがご心配のお客様へ〉1.当店ではアレルゲン28品目の使用
リストをご用意しておりますので係りの者にお尋ねください。2.当店で使用している魚介類には、えび・かに等が混在している場合があります。3.アレルギー物質に対する感受性には個人差があります。使用する原
材料の製造工場や店舗内においては、同一の調理器具・洗浄機を使用しておりますので、微量でも反応してしまう可能性のあるお客様はご注意ください。Please note that the content is subject to change 
depending on the season or stock. For information about the production area of rice, please kindly ask one of our staff members.〈For customers with food allergies〉1）An allergen list of 28 
items is available. Please feel free to ask our staff.  2）Shrimps and crabs may be contained in the seafood ingredients we use at our restaurant. 3）Tolerance against allergen varies among 
individuals. Since our preparation and cooking process involves shared cookware and dishwasher, please be extra cautious if you react to a slight amount of allergen.

BAR FOOD

BAR FOOD

前菜3種盛り合わせ
Assorted Appetizers

719（税込790）

ハモンセラーノ、本日のピンチョス、オリーブ＆ピクルス

フレンチフライ
［ ガーリック or トリュフチーズ ］

French Fries［ Garlic or Truff le Cheese ］
お好きなフレーバーをお選びください

オリーブ＆ピクルス
Olives & Pickles

400（税込440）

さっぱりとした酸味で、お酒がすすむ！

燻製ナッツ
Smoked Nuts

400（税込440）

スモーク好きにはたまらない、ミックスナッツ

野菜チップス
Mixed Vegetable Chips

719（税込790）

レンコンなどいろいろ野菜のチップス

フィッシュ＆チップス
Fish & Chips

810（税込890）

白身魚とポテトフライの鉄板コンビ

ケサディーヤ
Quesadilla

582（税込640）

チリコンカルネと熱々チーズがとろける一品

チーズプラッター
Cheese Plat ter

890（税込979）

ワインとの組み合わせを楽しみたい、4つのチーズアソート

ハモンセラーノ
Jamon Serrano

900（税込990）

切りたての風味と格別な舌触り

各 491（税込540）


