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Chef's Recommendation

Kitchen Bar ShikiFood



おつまみ

ポテトチップス ¥300
Potato chips

落花生 ¥300
Peanuts

柿の種 ¥300
rice cracker with peanuts 

ミックスナッツ ¥500
Assorted nuts

ミックスチョコ ¥500
Mixed chocolate

ビーフジャーキー ¥500
Beef jerky

オイルサーディン ¥600
Oiled sardine

生ハム ¥500
Raw ham

ピクルス ¥380
Pickles

さきいかの天ぷら ¥400
Dried Squid (Saki-Ika) Tempura

レーズンバター ¥680
Raisin & Butter

合鴨チーズ生ハム ¥780
Assorted smoked duck, cheese and raw ham

当店のメニュー表記は全て税抜き価格です。 Price excluding tax. 1

Finger food

合鴨チーズ生ハム オイルサーディンポテトチップス



一　品

温泉たまご たまに食べると旨いんです ¥280
Soft boild egg

枝豆 茹でたての枝豆をどうぞ ¥300
Green soybeans

冷奴 定番の冷奴 ¥300
Cold tofu

キムチ 甘辛。鶴橋の味 ¥300
Kimchi

キムチ奴 キムチと豆腐の融合。これってアリです！！ ¥380
Kimchi tofu

トマトスライス シンプル・イズ・ベスト ¥300
Sliced　Tomatoes

アボカドスライス 森のバター。栄養たっぷりのアボカドをスライスで ¥300
Sliced avocadoes

やみつききゅうり 新鮮きゅうりを特製味噌で・・・ ¥300
Cucumber with miso

やみつかないきゅうり 居酒屋で定番のごま油風味のきゅうり。 ¥300
Cucumber mixed with sesami oil

スライス蒸し鶏 自家製蒸し鶏を胡麻ダレでどうぞ ¥400
Sliced steamed chicken

生ハムアボカド 生ハムとアボカドの相性は抜群 ¥500
Avocado rolled with raw ham

海老と蒸し鶏の生春巻き 野菜たっぷりヘルシーな生春巻 Full-size ¥580
Chicken and steamed shrimp in the fresh spring rolls Half-size ¥380

2 当店のメニュー表記は全て税抜き価格です。 Price excluding tax.

 A la carte

海老と蒸し鶏の生春巻 生ハムアボカド やみつかないきゅうり



一　品

マグロカルパッチョ マグロのカルパッチョをガーリックチップとともに ¥480
Tuna carpaccio

サーモンカルパッチョ シンプルなサーモンカルパッチョ ¥480

Salmon Carpaccio

合鴨スモーク 合鴨の燻製。やわらかくハムのような仕上がり ¥480
Smoked duck

ソーセージ盛合わせ ボイルソーセージの盛り合わせ ¥680
Sausage platter

チーズ盛り合わせ チーズ４種盛り合わせ　ハーフは２種 Full-size ¥680
Cheese platter Half-size ¥380

メキシカンタコス 野菜・チキン・チーズ・サルサをソフトトル Full-size ¥580
Mexican taco ティーリャで巻いてお召し上がりください。 Half-size ¥380

マグロのお造り ¥580
Raw tuna

サーモンのお造り ¥580
Raw salmon

お造り二種盛り合わせ ¥880
Raw salmon and raw tuna

当店のメニュー表記は全て税抜き価格です。 Price excluding tax. 3

 A la carte

ソーセージ盛り合わせ お造り二種盛り合わせチーズ盛り合わせ



サラダ

シーザーサラダ　～温泉玉子と和えて～ Full-size ¥580
Caesar salad with harf boiled ※ミニには温泉卵は付きません。 Half-size ¥380

※Haif size with out harf boiled egg

蒸し鶏と水菜のハリハリサラダ Full-size ¥580
Steamed chicken and mizuna sala　dwith sesami dressing Half-size ¥380

お豆腐サラダ Full-size ¥580
Tofu salad Half-size ¥380

温野菜サラダ　～菜園仕立て～ Full-size ¥580
Steamed vegetable salad Half-size ¥380

さっぱり和風サラダ Full-size ¥580
Japanese style salad Half-size ¥380

アボカドとトマトのサラダ Full-size ¥580
Avocado and tomato salad Half-size ¥380

Ｓｈｉｋｉの海鮮サラダ Full-size ¥680
Seafood salad Half-size ¥430

4 当店のメニュー表記は全て税抜き価格です。 Price excluding tax.

Salad

お豆腐サラダシーザーサラダ



揚げ物

フライドポテト 皮付き太ポテトか皮なし細ポテトどちらかお選びください。 ¥400
French fries

にんにくの素揚げ スタミナをつけて明日を乗り切ろう ¥480
Deep fried garlic

とりのから揚げ シンプルなから揚げ ¥480
Deep fried chicken

チーズスティック＆チーズボール　チーズ好きには是非！！ ¥480
Deep fried cheese sticks and deep fried cheese balls

フライドチキン 自家製ダレに漬け込みさっくり揚げた骨付きチキン ¥500
Fried chicken with bone

フィッシュ＆チップス 英国名物。真鱈のフライとフライドポテト　　 ¥500
FISH AND CHIPS

チキンフライ　スウィートチリ　　鶏のから揚げにスウィートチリソースを絡めた一品 ¥500
Deep fried chicken with sweet chili sauce

ぷりぷり海老のマヨネーズソース　海老と自家製マヨネーズソースのハーモニー ¥680
Deep fried shrimp with sweet mayonnaise source

洋食屋さんのポークカツレツ　　昔懐かしい洋食屋さんのトンカツ。デミグラスソースで ¥680
Pork cutlet

当店のメニュー表記は全て税抜き価格です。 Price excluding tax. 5

Fried

ぷりぷり海老のマヨネーズソースチキンフライスウィートチリ



ソテー

ＴＥＲＩＹＡＫＩチキン 照り焼きチキンです。 ¥580
Chicken　ＴＥＲＩＹＡＫＩ　

とり肉のトマトチーズ焼き トマトソース、チーズを乗せオーブンで焼きました ¥680
Baked chicken with tomato and cheese 

鶏もも肉のカシューナッツ炒め 中華の定番 ¥580
Stir fried chicken mixed with cashew nuts and oyster sause

シーフードソテー　白ワインソース　上品なやさしい味に仕上げました。 ¥780
Seafood saute with white wine sauce

イベリコ豚のサイコロステーキ　～５０００万年前の塩で～ ¥880
Iberian pork dice steak 上質のイベリコをまろやかな５０００万年前の塩でいただく

魚のソテー　バルサミコソース 甘く煮詰めたオリジナルバルサミコソースが絶品 ¥880
Fish saute with  balsamic source 

熱々鉄板　韓式ステーキ 甘辛味噌に絡めた焼肉を是非召し上がれ ¥980
Korean style beef steak 

１日３食限定

アメリカンビーフステーキ 赤身のビーフステーキ！！ ¥980
American style beef steak　

6 当店のメニュー表記は全て税抜き価格です。 Price excluding tax.

Saute

魚のソテー バルサミコソース 鶏もも肉のカシューナッツ炒め



ピッツァ

Kitchen Bar ShikiのPizza
こだわりの自家製薄焼き生地にほんのり甘みがあり

お酒に合うように仕上げました。

是非一度お試しください。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ポテト と カレーのピザ

Chef's recommendation

Please try our crispy pizza dough. It is shghtly sweet and best mutch with alcohol.

ピザ　マルゲリータ トマト・モッツァレラ・バジル Full-size ¥680
Margherita Half-size ¥380

ポテトとカレーのピザ ポテト・トマトカレーソース Full-size ¥730
Potato and curry pizza Half-size ¥430

ホワイティ　ジャーマンピザ　ジャーマンポテト・ホワイトソース Full-size ¥730
Whitey German pizza Half-size ¥430

ソーセージのトマトソースピザ　ソーセージ・トマトソース Full-size ¥750
Sausage tomato sauce pizza Half-size ¥450

テリヤキチキンのピザ テリヤキチキン　トマトソース Full-size ¥730
Teriyaki chicken pizza Half-size ¥430

シーザーサラダのピザ サラダ　生ハム　シーザーソース Full-size ¥730
Caesar salad pizza Half-size ¥430

ガーリックピザ ニンニク　ガーリックトマトソース Full-size ¥880
Garlic pizza Half-size ¥580

アンチョビとブラックオリーブのピザ Full-size ¥880
Anchovies and black olive pizza Half-size ¥580

酒のあてに！！　一押しピザです。

シーフードピザ シーフード　トマトクリームソース Full-size ¥880
Seafood pizza Half-size ¥580

チーズ増量　＋￥１００ More cheese +\100

当店のメニュー表記は全て税抜き価格です。 Price excluding tax. 7

 Pizza

ピザ マルゲリータ



パスタ

パスタ ポモドーロ トマト・モッツァレラ・バジル Full-size ¥680
Pomodoro Half-size ¥380

パスタ ナポリターノ ソーセージ　ケチャップトマトソース Full-size ¥730
Napolitano Half-size ¥430

キャベツとツナのペペロンチーノ Full-size ¥730
Cabbage and tuna peperoncino Half-size ¥430

サーモンとキノコのクリームパスタ Full-size ¥750
Salmon and mushroom cream pasta Half-size ¥450

キノコとベーコンの和風ペペロンチーノ～温泉玉子をのせて～ Full-size ¥750
Mushrooms and bacon of Japanese style peperoncino Half-size ¥450
温泉卵とパスタをよくかき混ぜてお召し上がりください。

温泉玉子のカルボナーラ Full-size ¥750
Carbonara with half boiled egg Half-size ¥450
温泉卵とパスタをよくかき混ぜてお召し上がりください。

海老とトマトの冷製パスタ Full-size ¥750
Cold style pasta with shrimp and tomato Half-size ¥450

海老とホタテのタリアテッレ　～トマトクリームソース～ Full-size ¥780
Tagliatelle of shrimp and scallop Half-size ¥480
タリアテッレ＝平打ちパスタ　　うどんで例えるときしめんみたいな感じです！

海の幸のペペロンチーノ Full-size ¥880
Seafood peperoncino Half-size ¥580

8 当店のメニュー表記は全て税抜き価格です。 Price excluding tax.

 Pasta

温泉卵のカルボナーラ海老とトマトの冷製パスタ



寿司

かっぱ巻き きゅうりの細巻き ¥300
Cucumber Roll

鉄火巻き まぐろの細巻き ¥380
Tuna Roll

スパイシーツナロール ピリ辛マグロの裏巻き ¥580
Spicy tuna roll

アラスカンロール サーモンとアボカドの裏巻き ¥580
Alaskan roll

ドラゴンロール 龍をモチーフにした巻き寿司 ¥980
Dragon roll

スパイダーロール ソフトシェルクラブの巻き寿司 ¥980
Spider Roll

てまり寿司 一口サイズの可愛いお寿司 ¥680
One bite sushi

握り寿司二種盛合わせ ¥880
Salmon and tuna sushi

当店のメニュー表記は全て税抜き価格です。 Price excluding tax. 9

Sushi

ドラゴンロールてまリ寿司



ご飯　＆　麺

白ご飯 ¥200
Steamed rice

おにぎり ¥280
Rice ball

のり茶漬け ¥430
Rice and seawead in the hot green tea

梅茶漬け ¥450
Rice and plam in the hot green tea

鮭茶漬け ¥480
Rice and salmon in the hot green tea

締めといえばやっぱりラーメン ¥680
Ramen noodle with soup

10 当店のメニュー表記は全て税抜き価格です。 Price excluding tax.

Rice  & Nudol 

締めといえばやっぱりラーメン鮭茶漬け



デザート

スティックパイン ¥280
Sticked Fresh pineapple

アイスクリーム バニラアイス ¥350
Ice cream （ノーマル・チョコソース・マンゴーソースの三種盛り）

抹茶アイス ¥300
Green tea ice cream

スイートポテトの雪山モンブラン スウィートポテトとバニラアイスを ¥580
Sweet potato and ice cream coated 生クリームで包みココアパウダーをかけました

by fresh cream with cocoa powder

チュロス＆アイス 揚げたてのチュロスをメープルシロップで ¥480
Churros & Ice　cream

ハニーワッフル＆アイス あったかワッフルとつめたーいアイスのハーモニー ¥480
Honey waffles & ice　cream

フォンダンショコラ　～アイスクリーム添え～ ¥550
Fondant Chocolat & ice cream チョコケーキの中からとろ～りチョコが溶けだします。

コーヒー（ＨＯＴ・ＩＣＥ） カフェ・オ・レ　+￥８０ ¥300
Coffee

紅茶（ＨＯＴ・ＩＣＥ） ストレートorレモンorミルク ¥300
Tea

当店のメニュー表記は全て税抜き価格です。 Price excluding tax. 11

Dessert

スイートポテトの雪山モンブランフォンダンショコラ



Kitchen Bar Shiki

Kitchen Bar Shiki Happy 1st Anniversary 2016.8.15
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