
NEWS
     「tamaya 田端店」ページ 
「いいね！」キャンペーン実施中！ 

乾杯ワイン(泡・白・赤)１杯サービス致します！！
（初回のみとさせて頂きます）

・本メニュー内の価格は全て税別表記となっております。

・お会計はテーブルにて承ります。お声掛け下さい。
・お忘れ物に関しましては、ご連絡先が当方でわかればご連絡させて
頂き、ご連絡から約二週間後に『東田端交番』へ届けさせて頂きま
す。ご了承下さいませ。

tamaya
0358558444



Party plan 
tamaya田端店　パーティープラン　-4,000 ~ (税込)

前菜盛合せ

サラダ

ポテトフライ

ガーリックトースト

温かい前菜

パスタ

お肉料理

ビール・ワイン・カクテル・ソフトドリンク等がお選び頂ける飲み放題付

*メインを２皿（お肉料理＋お魚料理）に変更　 -500

*メイン２皿とデザート付に変更　 -1000

*ご予約は前日まで、4名様より承ります。

*飲み放題は90分ラストオーダー、2時間制のコースとなっております。（30分延長 -500)



TAMAYA SALAD　　　　　　　　　
１～２名様 ３～４名様 ５～６名様

①ONIKU!!　　 (オニク！) S-680 M-890 L-1,260
グリーンカール、サニーレタス、プロシュート、サラミ、オニオンドレッシング

②POTATO HEAD   (ポテサラ) S-680 M-890 L-1,260
グリーンカール、サニーレタス、ポテトサラダ、緑黄色野菜、温泉たまご、オニオンドレッシング

③NICE　　　　　(ニース) S-680 M-890 L-1,260
グリーンカール、サニーレタス、温泉たまご、オリーブ、ツナ、ジャガイモ、とまと　
オニオンドレッシング

④CAESAR　　(シーザー) S-760　M-980 L-1,390
グリーンカール、サニーレタス、クルトン、ハム、パルメザンチーズ、マヨネーズソー
ス(ブルーチーズ、バルサミコ、タルタル)

⑤DETOX　　(デトックス) S-760　M-980 L-1,390
グリーンカール、サニーレタス、緑黄色野菜・根菜類約１０種、オニオンドレッシング

⑥FORMAGGIO (チーズ) S-890 M-1,080 L-1,500
グリーンカール、サニーレタス、クルトン、緑黄色野菜、チーズソース(ブルーチーズ、パルメ
ザンチーズ)

⑦PHAKCHI    (パクチー) S-890 M-1,080 L−1,500
グリーンカール、サニーレタス、緑黄色野菜、パクチー、スモークサーモン、パルメザンチーズ
オニオンドレッシング

⑧FORMAGGIO Spaciale S-1,260 M-1,500 L-2,200
ローストビーフ、グリーンカール、サニーレタス、クルトン、緑黄色野菜、チーズソース(ブル
ーチーズ、パルメザンチーズ)

山手線内広告『トレインチャンネル』に掲載されました！(６/４～６/１０)



Cold Appetizers
・イタリア産オリーヴの盛合せ -460

・ミックスナッツ -380

・地鶏砂肝のマリネ -580

・プロシュート -860

・生ハムとサラミの盛合せ -1,260

・鶏白レバーのペースト（パン６枚） -690

・本日の鮮魚のカルパッチョ -890

・オリーブペースト（パン６枚） -480

・洋食屋さんのポテトサラダ -480

・フレッシュトマトのカプレーゼ -780

・彩り野菜のピクルス -680

・生ハムメロン バルサミコソースで -780

・アジと人参のマリネ -890

・パテドカンパーニュ（豚肉と鳥レバーのパテ） -890 New!



Hot Appetizers
・みんな大好き ガーリックポテトフライ

S-400  M-500  L-600

・ブロッコリーのアンチョビガーリックソテー -780
z・本日のアヒージョ -980

・ドイツの国民食『カリーヴルスト』            
（ソーセージとポテトフライ） -980

・チーズカレー入りナンの揚げ焼き -680

・とろとろチーズオムレツ -890

・ミートソース春巻き -680

・帆立貝の炙り焼き パッションフルーツソース -980

・フィッシュ＆チップス トマトディップ -980



Meats & Fish
・熱烈！タケシのハンバーグステーキ -1,280

・骨付き仔羊のロースト -1,680
（焼き上りに２０～３０分お時間を頂戴致します）

・ラムカルビグリル -1,360

・イベリコ豚と季節のお野菜のグリル -1,360

・美桜鶏のロースト シェリービネガーソース -1,480

・AS牛のローストビーフ グレイビーソースで -1,980

Bread
・バケット　(薄切り６枚) -200

・バケット　(厚切り４枚) -300

・フォカッチャ　　　　(２枚) -200

・レーズンとクルミのパン　(薄切り６枚) -360

・ガーリックトースト　(４枚) -360

・バケット、フォカッチャ盛り合わせ -460



Pasta &Rice
・昔ながらの洋食屋さんのナポリタン -1,100

・ゴルゴンゾーラクリームのペンネ
（スパゲッティ、リゾットにも出来ます） -1,200

・アラビアータ
（スパゲッティかペンネをお選び下さい） -980

・岩のりの冷製カッペリーニ -980

・トマトと黒オリーブの冷製カッペリーニ -980

・イカスミスパゲッティ -1,100

・豚バラとピーマンの和風スパゲッティ -1,080

・茄子と挽肉のトマトクリームスパゲッティ -1,080 New!

・各種大盛り -300

Pizza
・マルゲリータ -1,200
・ゴルゴンゾーラとハチミツ -1,160
・アンチョビとキノコ -1,000
・ベーコンとミートソース -1,080



Cheese
・カマンベール　(フランス 白カビ 牛乳) -600

・ミモレット　   (フランス ハード 牛乳) -600

・ゴルゴンゾーラ (イタリア 青カビ 牛乳) -680

・サントモールブラン (フランス 山羊乳) -680

・チーズ４種盛合せ　(上記４種) -1,400

High Quality
チーズを愛してやまない方向けの高級チーズです。下記はほんの一部です。　
オンリストしている物でも在庫に限りがあり、ご用意できかねる場合がござい
ます。何卒ご了承下さい。

・コンテドモンターニュ １８ヶ月熟成　(フランス ハード 牛乳)

・ブリドモー ドンジュ社製 (フランス 白カビ 牛乳)

・クレムートリュフ (フランス 白カビ 牛乳)

・ロックフォール カルル社製 (フランス 青カビ 羊乳)

・プーリニィサンピエール (フランス 山羊乳)

・エポワス (フランス ウォッシュ 牛乳) 価格は量等により変動します

・アップルパイチーズ (イギリス ソフト 牛乳) -840~

・プラトードフロマージュ - 1,800 ~

１０種類以上のチーズを乗せたプレートからお好みに合わせてお選び頂けま
す。準備に時間がかかりますので、口頭でのご注文も可能です。繁忙時にはプ
レゼンテーションがご用意できかねる場合がございます。何卒ご了承下さい。



Dessert
・本日のデザート -680

・バニラアイス -380

・日替りシャーベット -380

Caffe & Digestif
・コーヒー
・エスプレッソ

・紅茶 (セイロン)
・ハーブティー -380
＊カモミール                          ＊ペパーミント　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　＊ローズヒップ＆ハイビスカス　＊レモン＆ジンジャー

・カプチーノ
　カフェオレ -480

・グラッパ ポーリ社『ポムロール』 -1,600

・ポートワイン -1,260

・マデラワイン -890

・ウイスキー各種 -580 ～


