
＊価格は 2018 年 10 月現在の価格です。＊原材料の価格により、価格が変動する場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

ヘルシーサラダ ・・・・・・・・￥400
税込価格 ¥432Healthy salad

シーザースサラダ ・・・・・・・￥400
税込価格 ¥432Caesars salad

自家製ロースハムのサラダ ・・・￥580
税込価格 ¥626Homemade roast ham salad

ささみと大根のあっさりサラダ・・￥350
税込価格 ¥378Chicken and radish fresh salad

キヌアとキャロットラペのサラダ・・￥580
税込価格 ¥626Quinoa and carrot rape salad

メッドのポテトサラダ ・・・・・￥350
税込価格 ¥378Med's potato salad

さつま芋とリンゴのサラダ ・・・￥350
税込価格 ¥378Sweet potato and apple salad

アボカドとエビのサラダ ・・・・￥550
税込価格 ¥594Avocado and shrimp salad

Salad サラダ

季節のスープ ・・・・・・・・ ￥420~
税込価格 ¥454~Seasonal soup

Soup スープ
鮮魚のカルパッチョ ・・・・ ￥1,200~

税込価格 ¥1,296~Fresh fish carpaccio

サーロインのローストビーフ・・￥1,700
税込価格 ¥1,836Roast beef of Wagyu beef sirloin

ラタトゥユ ・・・・・・・・・・￥450
税込価格 ¥486Ratatouille

海老とサーモンの生春巻 ・・・・￥420
税込価格 ¥454Spring roll of shrimp and salmon

サーモンマリネカルパッチョ仕立て・￥1,100
税込価格 ¥1,188Salmon marinade carpaccio

きのこのテリーヌ ・・・・・・・￥650
税込価格 ¥702mushrooms terrine

海老とじゃが芋のジェノベーゼ・・￥500
税込価格 ¥540Spring and potato Genovese

具だくさんの白和え ・・・・・・￥380
税込価格 ¥410Shiraae (tofu and vegetables in a  soup stock) more ingredients

きのこマリネバルサミコ風味 ・・￥450
税込価格 ¥486Mushroom marinade balsamico flavor

オリーブのマリネ ・・・・・・・￥300
税込価格 ¥324Olive marinade

人参とほうれん草のゴマ和え ・・￥300
税込価格 ¥324Carrot and  spinasia with sesame

スモークサーモン ・・・・・・￥1,100
税込価格 ¥1,188Smoked salmon

鶏レバー生姜煮 ・・・・・・・・￥420
税込価格 ¥454Chicken lever boiled with ginger

ささみときゅうりのごま酢和え・・￥280
税込価格 ¥302Sesame sauce of cucumber and chicken scissors

秋刀魚のスモーク オニオンサワークリーム添え（秋冬限定） ￥980
税込価格 ¥1,058Smoked pacific saury with onion sour cream

Appetizers 前菜

ビーフポテトコロッケ ・・・・・￥150
税込価格 ¥162Beef potato croquette

カニのクリームコロッケ ・・・・￥250
税込価格 ¥270Crab cream croquette

エビフライ (3 本入り ) ・・・・・￥780
税込価格 ¥842Fried shrimp(3 bottles)

サーモンフライ ・・・・・・・・￥880
税込価格 ¥950Fried Salmon

カキフライ（冬季限定）・・・・・￥880
税込価格 ¥950Fried oyster

ポークフィレカツ ・・・・・・・￥780
税込価格 ¥842Pork fillet cutlet

若鶏の唐揚げネギソース ・・・・￥750
税込価格 ¥810Fried young chicken with green spring onion sauce

ポーク野菜チーズロール ・・・・￥750
税込価格 ¥810Pork and vegetable cheese roll

Fry フライ

ハンバーグステーキデミグラスソース・￥850
税込価格 ¥918Hamburger steak Demiglas sauce

チキンソテーきのこクリームソース ￥950
税込価格 ¥1,026Sauteed chicken with mushroom cream sauce

豚ロースのステーキ生姜風味 ・・￥980
税込価格 ¥1,058Steak ginger flavor of pork loin

黒毛和牛のビーフシチュー（秋冬限定） ￥1,900
税込価格 ¥2,052Beef stew of Wagyu beef

季節の魚介料理 ・・・・・・ ￥1,800~
税込価格 ¥1,944~Seasonal seafood dishes

特撰牛フィレ肉のステーキ ・・￥2,500
税込価格 ¥2,700Premium beef fillet steak

ラザニア（秋冬限定）・・・・・・￥950
税込価格 ¥1,026Lasagna

ロールキャベツ（秋冬限定）・・・￥950
税込価格 ¥1,026Roll cabbage

Main メイン

欧風ビーフカレー ・・・・・・・￥750
税込価格 ¥810European style beef curry

ベジタブルイエローカレー ・・・￥650
税込価格 ¥702Vegetable Yellow Curry

ココナッツチキンカレー ・・・・￥650
税込価格 ¥702Coconut chicken curry

Curry カレー

カレーの価格はソースのみの価格となります。
ライス付は￥150 アップとなります。
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＊当店HPもご覧ください。
http://www.med-deli.com/検　索検　索デリカテッセンメッド

お電話で一品から
ご予約いただけます !

￥5,000- 以上で
市内無料配達いたします !

京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町 239－2
AM 11:00~PM 8:00　定休：月曜

TEL/FAX：075-231-1984 

〒604-0907
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