
from jerez to kyoto
the best Spanish restaurant in kyoto

Spanish restaurant 

since 2003

～二名/～2 people

自家製のパンは食べ放題です！！
Bread included in table charge.

Pan está incluido en el servicio de mesa.
面包费用包含在餐桌服务费 中～

075-221-3212

スタッフ募集!!!

www.japantonio.com
9種類のタパスの盛り合わせ          1980          
9 assorted tapas/Surtido de 9 tapas

すべてのカクテル/ハイボール
550         All Cocktail

アヒージョ：
エビ、ホタテ、あさリ、カキ、マグロ、
鶏( 国産) 、マッシュルーム、アンキモ、タラ等
Al Ajillo : prawns,scallops,clams,oysters,tuna,mushrooms,
domestic chicken,monk lever,cod etc

ハウスワイン            
480～750          Wine glass/ Copa de Vino

生ハムセゴビア産          1480          
Ham/Jamón Serrano

トマトサラダ         780
Tomato salad/ Ens tomate

イベリコ豚のチョリソー         1300       
Chorizo iberico 

ガーリックポテトサラダ          680
Papas Alioli

トマト&チーズのサラダ          950
Tomato&cheese salad /Tomate y queso

ししとうフライのチーズがけ海塩添え       490
Fry padrón peppers/Pimientos padrón

オリーブのマリネ 550         
Olive/Aceitunas

生ハムor 椎茸コロッケ         790         
Ham or Shiitake croquette/jamón

ピクルス 890
Pickles/Verduras vinagre

片口イワシのマリネ 670        
Marinade sardines/Boquerones

ツナポテトサラダ orツナ揚げパイ          650
Tuna potato salad/Tuna pie  ·  Ensaladilla/Empanadillas

シナモンアイス         
Cinnamon icecream/Canela

クレームブリュレ         
Cream brulee/Crema

チーズの盛り合わせ         
Assorted cheese/Quesos

オルホ(スペインのグラッパ)          
Grappa/Orujo

グリル ソーセージ        490         
Sausage grill/Salchicha

豚ロースとイベリコチョリソー  のチーズカツ         1680        
Fry pork with chorizo iberico and cheese/Cerdo empanado

鶏のミートボール トマトソース( 国産) 620
Meat balls/Albóndigas de pollo

今月のスペイン風揚げ魚(アンコウ、イワシ、マグロ、イカ、ししゃも、ワカサギ)  950         
Fry fish/monk,sardines,tuna,squid,capelin,smelts

ムール貝のワイン蒸し         990         
Wine steam mussels/mejillones

本日のラム(サーロイン、ショルダー ,ロインチョップ)         1750         
Today’s lamb/ sirloin,shoulder stew,loin chop

オムレツ(ポテト＆オニオン) 980
Potato & onion Omelet/Tortilla

イカ
Squid/Calamar

本日のスープ
today’s soup

サラダ
salad

アヒージョ
ajillo
オムレツ
omelet 

生ハム
serrano ham

パン
&
アリオリ
pan&alioli

1980

500 2900

カキ
Oysters/Ostras 

2900

魚介
Seafood/Mariscos

4720

イベリコ
Iberica

2600

イカ墨
Squid ink/Arroz negro

4900

鶏( 国産) 
Chicken/Pollo

2500

肉
Beef/Carne

2780

スペアリブ
Spareribs/Costillas

2980

野菜
Vegan paella

3200

イカ or サーモンリゾット
squid or salmon risotto

サフラン
追加

Extra saffron
BIG TAPAS

コース
一人様/1per

980

全て税抜き.Tax not included in prices. Precios sin iva.
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我們提供热水哦～

1ALIOLI

3HAM

2TOMATO

~780

WE CAN MAKE SUITABLE FOOD FOR VEGETARIANS

パーティー
プラン

MAXIMUM:30名様

FREE PORRON 
ONLY FOR PARTY 
NOW!！

SPECIAL MENU 
FOR PARTY!！

MINIMUM:4名様

ノンアルコールワイン          
480Non alcohol wine/mosto

フライドポテトの
ピリ辛トマトソースがけ

550

Brava potatoes

550 980
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OIKE DORI

あさりorマッシュルームのアヒージョ 780         
Clam/mushroom wine sauce · Almejas/Champiñones 

グリルソーセージの盛り合わせ         1680       
Grill assorted sausage/Salchichas variadas

550

イベリコのパテトーストのせサラダ 850
Ibérico paté toast salad

本日のスープ(レンズ豆, ヒヨコマメ,ガスパチョ、ニンニク) 980       
Today's soup/lentils,chickpeas,gazpacho,garlic soup

lineinstagramGoogle

PAELLAS DE

自家製サングリア          
480/1920Sangria(グラス/デカンタ)

飲み放題コース
9種類のタパスの盛り合わせ+パエリア等 

A 4500（90分）/B 5500/C 6500

手羽先ピリ辛フライ(国産)         550        
Chicken wings/Alitas de pollo

COURSEパエリア

tripadvisor

ビール (キリンラガー生 )S(200ml)        
480         M(300ml)     Beer/Cerveza
380         

カヴァ（スパークリングワイン）         
 Cava(グラス/ボトル) 480 / 2980          

ハウスワインボトル          
2980～4980           Wine bottle/ botella vino


