
Beer

S �  D r i n k s

生ビール /DraftBeer    …500yen

アサヒドライ (633ml)/AsahiDry  …800yen

サンミゲル /SamMiguel    …1,000yen

サンミゲル (ライト )/SamMiguel Light …1,000yen

ドライゼロ /NonAlcoholicBeer       …500yen

Gla�
ハイボール /Whisky＆Soda   …400yen
日本酒 /SAKE     …800yen
各種 水割・ウーロン割 /  …500yen
　WHISKY or SHOCHU&Watar or OolongTea

ドライゼロ /NonAlcoholicBeer    …500yen
コーラ /COKE…300yen
ウーロン茶 /Oolong Tea…300yen
緑茶（ホット・アイス）/GreenTea(Hot or Cold) …300yen
マンゴージュース /Mango juice    …400yen
パインジュース /PineApple juice    …400yen
カラマンシージュース /Calamansi juice  …400yen
グレープジュース /Grape juice    …300yen
チョコジュース /Chocolate juice   …300yen
牛乳 /Fresh Milk      …300yen　

Bottled 

ジャックダニエル /JackDaniels   …7,000yen

I.W. ハーパー /I.W.HARPER   …6,000yen
フォアローゼズ (黒 )/FourRoses BlackLabel …10,000yen

スペシャルリザーブ /SUNTORY-SpecialReserve…7,000yen
白角 /SUNTORY-KAKU-WHITE   　…6,000yen

サントリーV.O/SUNTORY-V.O  …5,000yen

サントリーV.S.O.P/SUNTORY-V.S.O.P…8,000yen

焼酎 -Shochu

ウイスキー - Whisky

ブランデー - Brandy

信濃路 /SHINANOJI   …7,500yen

木曽のかけはし /KISONO KAKEHASHI　…8,000yen
渓流 /KEIRYU    …7,000yen 

日本酒 - SAKE

赤ワイン /Red Wine…ASK   

その他 - OTHERS

鏡月 /Kyogetsu-bottled shochu  …3,000yen

レジェンド /Legend-bottled shochu …3,000yen

黒霧島 /Kurokirishima-bottled shochu …5,000yen

そば焼酎 天山戸隠 /TenzanTogakushi-bottled shochu…5,000yen

Pansit Bihonパンシットビーフン
(フィリピン風焼ビーフン )

当店の一押しおススメ！

LumpiaShanghai
ルンピアシャンハイ

…1,000yen(+tax)

Masarap!

ひき肉と数種類
の野菜が詰まった
フィリピン風
春巻き♡人気

です !

Sisigシシグ
ビールとの相性抜群

フィリピンの
定番！

ピリ辛～激辛
までお好みに
合わせます

Food Menu

…1,000yen(+tax)

…1,200yen(+tax)

…1,500yen(+tax)

豚足のカリカリ揚げ♡

ポーク

Crispy Pataクリスピーパタ
(豚足の揚げ物 )

食べやすい
大きさにカット
してご提供
します

Adoboアドボ

アドボ (チキン /ポーク )

チキン

…2,000yen(+tax)

しっかり

味のしみ込んだ

お肉の煮込み！

常連さん
オーダー
No.１

Adoboアドボ

Masarap! Whole fried chicken
( 鳥の丸揚げ )

…1,500yen(+tax)

…各 1,000yen(+tax)

Lechon Kawaliレチョンカワリ
(豚バラ肉の揚げ物 )

現地フィリピン居酒屋でも大人気のおつまみ

…700yen(+tax)（2 尾）

Tuyo トゥヨ

…500yen(+tax)（3 尾）

Tinapa( さかなの燻製焼き )

…1,200yen(+tax)
白身で美味しい
南洋で人気の
ミルクフィッシュ
の揚げ物♡

…1,200yen(+tax)

Fried Tilapia
( ティラピア =イズミダイの丸揚げ )

フィリピンと言えば！という定番魚料理

Masarap!

Daing na bangus
ダイン ナ バングス

フィリピンの
国魚

イワシに似た
フィリピンの
魚の干物です

強めの塩味で
お酒がすすむ！

…各 1,200yen(+tax)

…各 1,200yen(+tax)

Sinigangシニガン
(エビ /豚肉 )

Nilagaニラガ
(牛肉 )

野菜たっぷり！フィリピンのスープ

Masarap!

エビ

豚肉

酸味の効いた
フィリピン
の
スープ

牛肉の旨味

たっぷり♪

塩味のスープ

…（6コ）500yen(+tax)

シェフの手作り
アットホームな
美味しさ！Masarap!

焼き餃子

豚キムチマーボー豆腐

豚の生姜焼き
麻婆うどん

焼きうどん

カレーうどん

オール 1,000 円メニューオール 1,000 円メニュー

ヤンニョムチキン
…1,000yen(+tax)

とり唐揚げに
甘辛ソースが
やみつき人気！

Masarap!

Bistekビステック (牛肉の煮込み )

Chicharong bulaklak
( 豚の内臓の揚げ物 )

Chicharong baboy
( 豚の皮の干物の揚げ物 )

…1,000yen(+tax)

…1,000yen(+tax)

レモンの酸味が
効いた醤油味の
牛肉煮込み！

…1,000yen(+tax)

隠れた
人気メニュー
デザートに♪

Kalderetaカルデレータ
(フィリピン風シチュー )

…1,000yen

Fruits Salada
フルールサラダ

LecheFlan
フィリピン風濃厚プリン

Kare-Kareカレカレ
(ピーナツシチュー )

…1,000yen(+tax)
…ASK

Tortang Talong
茄子の卵焼き
…1,000yen(+tax)

ご提供できない場合もあります。
詳しくはお問合せください♡

…1,500yen(+tax)

予約メニュー
☆前日までにご予約ください

‰eyna 食堂アジアン居酒屋
※価格は全て税抜価格です

※All prices are not tax included.

※写真はイメージです。季節や仕入れによって付け合わせ食材などが異なります
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