本場オーストリアの味をお楽しみください*
当店ではオーガニックのフリーレンジ卵にこだわり、
ハム、牛肉、豚肉や鶏肉は 100％オーストリア産の新鮮なお肉を使用していま
す。
野菜、ジャガイモ、玉ねぎやサラダは低地オーストリアとウィーン産のもの
を取り寄せています。
オーストリア産の製粉場で製造されたフィニス フェインステスの小麦粉を採
用。
低地オーストリアとウィーン産の砂糖、バート・イシュル産の塩を使用して
います。
ワインはウィーン、低地オーストリアのワグラム、ヴァッハウ、カルヌント
ゥム、シュタイアー及びブルゲンラント等のワインを取り揃えております。
*時期によって料理構成を変更する場合がございます。

いくつかのお料理は別の場所で調理されているため、お料理が同時にご提供できない可能性がござい
ます。

本場オーストリアの味
牛肉スープ フレードル、チーズフレードル、セモリナ団子またはレバー団子入り
€ 3.80
クリームガーリックスープ クルトン入り
€ 4.40
トマトスープ モッツァレラ入り
€ 4.40
ウィーン風 ストック ポット（特大）
牛肉、フレードル、セモリナ団子、レバー団子とミルポア入り
€ 9.80
パン € 1.00 ガーリックパン € 1.00
シュタイアー特産 ビーフサラダ
牛肉のマリネ、小豆、ピーマン、玉ねぎ、卵、ミックスサラダの盛り合わせシュタ
イアー産シードオイル風味、パン付き
€ 12.80
ギリシャ風 フェタチーズサラダ
炒めたフェタチーズのベーコン巻き、トマト、炒めたズッキーニ、オリーブ、ミッ
クスサラダの盛り合わせ、パン付き
€ 12.80
シュタイアー風 フライドチキンサラダ
骨なしドラム・スティックと鶏むね肉のパン粉焼き、シュタイアー産シードオイル
風味ポテトサラダ、ミックスサラダの盛り合わせ、パン付き
€ 13.80
ウィーン産ハムとヌードルのキャセロール
生ファーマーズハムとヌードルのキャセロールとグリーンオニオンのゴーダチーズ
のグラタン、ミックスサラダ付き
€ 13.80
フォアアールベルクのチーズ・ダンプリング
自家製ダンプリング、フライドオニオン、マウンテインチーズ、ローストオニオン
の盛り合わせ、サラダ付き
€ 13.80
ウィーン風ビーフ
ボイルドプライムビーフ、肩肉、肩バラ薄切りの煮込み、根菜、ほうれん草とフラ
イドすりおろしポテト添え
€ 18.80
ウィーン風平鍋料理 子牛の生クリームグラーシュ
子牛のパプリカの生クリームソース煮込み、ダンプリングとサワークリーム添え
€ 18.80
オリジナル ウィーン風シュニッツェル
パン粉をまぶした子牛のカツレツのバター焼き、パセリ和えポテトとミックスサラ
ダ添え
€ 21.80
付け合わせ: サラダ、ポテト、野菜各

€ 3.80

当店のパラチンケンは小麦粉で作られていますが、お好みに合わせて、全粒小麦粉
、スペルト小麦またはトウモロコシ粉でお作りすることもできます。

当店伝統のパラチンケン
ベジタブル パラチンケン
No. 1 ほうれん草とチーズのパラチンケン
刻みほうれん草のパラチンケン。ゴーダ、パルメザンとティルジッターの自家製三
種チーズソース
No. 2 ベジタブル パラチンケングラタン
炒めたズッキーニ、サンドライトマト、マッシュルームとピーマンをパラチンケン
で包みました。モッツァレッラチーズと手作りバジルペーストでグラタン風に
No. 3 マッシュルームと西洋ネギのパラチンケン
炒めたマッシュルーム、西洋ネギとエメンタールチーズを包み、なめらかなハーブ
ソースで
ハム パラチンケン
No. 4 サウナハムのパラチンケン
ジューシーなサウナハムを包み、マイルドなゴーダチーズでグラタン風に
No. 5 ファーマーズハムのパラチンケン
ファーマーズハムと新鮮なホースラディッシュを包み、エメンタールチーズでグラ
タン風に
No. 6 ハムとほうれん草のパラチンケン
刻みほうれん草とサウナハムを包み、手作りチーズソースで
ミート パラチンケン
No. 7 ミート パラチンケン
ピリ辛ひき肉を包み、手作りチーズソースで
No. 8 ミートマッシュルームのパラチンケン
ひき肉とファームハウスベーコンを包み、マッシュルームと西洋ネギのソースで
No. 9 ピリ辛ミート パラチンケン
牛ひき肉のチリコンカーン、豆とスイートコーンを包み、シェーブルチーズでグラ
タン風に

子牛肉のパラチンケン
No. 10 子牛肉のパラチンケン
ミンチした子牛肉を包み、肉汁とローストオニオンを絡めました
No.11 ゴルゴンゾーラの子牛肉のパラチンケン
子牛肉のミンチを刻みほうれん草をゴルゴンゾーラでグラタン風に
魚のパラチンケン
No. 12 シュリンプ パラチンケン
ガーリックバターで炒めたエビ、サンドライトマトと炒めたズッキーニを包み、ラ
イムソースとアーモンド添え
No. 13 サーモン パラチンケン
炒めたサーモンの切り身と刻みほうれん草を包み、ライムソースと松の実添え
チ−ズ パラチンケン
No. 14 フェタチーズとズッキーニのパラチンケン
フェタチーズ、炒めたズッキーニとサンドライトマトを包み、バジルペーストでグ
ラタン風に
No. 15 ブリーチーズとナッツのパラチンケン
クリーミーでマイルドなブリーチーズとウォールナッツを包み、クランベリーで
ベイクド パラチンケン
No. 16 ベイクド ミートパラチンケン
ひき肉とチ−ズを包み、パン粉をつけて焼きました。タルタルソース添え
No. 17 ベイクド ハムチーズのパラチンケン
ハムとゴーダチーズを包み、セサミブレッドのパン粉をまぶして焼きました。タル
タルソース添え
No. 18 ベイクド ほうれん草とフェタチーズのパラチンケン
ほうれん草とフェタチーズを包み、フラックスシードをまぶして焼き、ザジキソー
スで
ピリ辛パラチンケン２枚
€ 13.80
ピリ辛パラチンケン１枚
€ 8.80
サイドディッシュ
€ 3.80
バター焼き野菜、 ロースト野菜、目玉焼き、サラダ、ザジキソース

当店のシュマーレンは小麦粉の他に、全粒小麦粉、スペルト小麦またはトウモロコ
シ粉で作られています。

オーストリアのシュマーレン料理
全てレーズン入り

No. 1 ウィーンのカイザーシュマーレン
オリジナル料理、自家製プラム煮込み添え
No.2 ザルツブルグのトプフェンシュマーレン
ふわっとした食感が特徴のチ−ズを練り込んだシュマーレン。煮込みアプリコット添
え
No.3 チロル地方のナッツ シュマーレン
カラメル和えしたウォールナッツのシュマーレン。クランベリー添え
No.4 シュタイアー地方のアップルシュマーレン
炒めたリンゴのスライスとシナモンシュガーのシュマーレン。クランベリー添え
No.5 モストフィアテル地方の梨シュマーレン
カラメル味の梨のシュマーレン。煮込みプラム添え
No.6 ヴァルトフィアテル地方のポピーシュマーレン
ポピーシードとバターのシュマーレン。煮込みプラム添え
No.7 祖母のミルククリームシュマーレン
クリームとラム酒を練り込んだシュマーレン。アプリコット添え（＊伝統的な祖母
の味）
No.8 ウィーンのチョコレートシュマーレン
ローストしたウォールナッツ、アーモンド、ヘーゼルナッツ、カラメル味の梨、コ
コアのシュマーレン。チョコレートソース添え
大鍋 € 13.80 小鍋 € 11.80 お試し € 5.80
煮込みフルーツとソースはお好みでチョイスできます:
煮込みプラム、煮込みアプリコット、煮込みイチゴ、煮込みサワーチェリー
、クランベリー、バニラソース、チョコレートソース とアップルソース

スノーノッケル パラチンケン
2 枚のパラチンケンを焼いて、材料を包み、スノーノッケルの上に乗せキャセロール
で１２分間焼き上げます。ふわふわの食感をご堪能ください

No.1 ヴァッハウ名物スノーノッケル （２名様用）
アプリコットとチ−ズを包んだ３枚のパラチンケンをスノーノッケルと焼き上げまし
た。バニラソース添え
No.2 ザルツブルグ名物スノーノッケル（２名様用）
チ−ズとレーズンを包んだ３枚のパラチンケンをスノーノッケルと焼き上げました。
アプリコットサワークリーム添え
No.3 ヴァッハウ名物スノーノッケル （２名様用）
ベリーとチ−ズを包んだ３枚のパラチンケンをスノーノッケルと焼き上げました。バ
ニラソース添え
No.4 シュタイアー名物スノーノッケル（２名様用）
リンゴとクランベリーを包んだ３枚のパラチンケンをスノーノッケルと焼き上げ、
シナモンをふりかけました。バニラソース添え
No.5 ウィーン風スノーパラチンケン（２名様用）
ヘーゼルナッツとチョコレートを包んだ３枚のパラチンケンをスノーノッケルと焼
き上げました。ストロベリーソース添え
スノーノッケルは各€13.80, 試食用のパラチンケンは１枚 € 10.80

当店のパラチンケンは小麦粉で作られていますが、お好みに合わせて、全粒小麦粉
、スペルト小麦またはトウモロコシ粉でお作りすることもできます。
ジャム パラチンケン
1 枚 € 3.80

2 枚 € 5.80
3 枚 € 6.80
アプリコット、ラズベリー、ストロベリー、サワーチェリー、
ブルーベリーまたはクランベリー
チョコレートソース、エッグリキュールソースまたはバニラソース添え
ホイップクリーム またはバニラアイスクリーム付き € 1.00

以下のスイート パラチンケンからお選びいただけます
パラチンケン１枚

€ 6.80

パラチンケン２枚（異なる種類も可）

€ 9.80

1; "ヴァッハウアー"パラチンケン、アプリコットジャム包み、バニラソース添え
2; "シェーンブルナー" パラチンケン、ヘーゼルナッツ包み、チョコレートソース添
え
3; "エーデルカスタニー" パラチンケン、チェスナッツクリーム包み、チョコレート
ソース添え
4; "チキータ" パラチンケン、バナナ包み、チョコレートソース添え
5; "チェリー" パラチンケン、マルチパンとチェリー包み、チョコレートソース添え
6; "ザルツブルガー" パラチンケン、チ−ズとレーズン包み、バニラソース添え

7; "ピエモント“パラチンケン、サワーチェリーとチ−ズ包み、バニラソース添え
8; "ハバリ“ パラチンケン、ココナッツクリーム包み、ヘーゼルナッツソース添え
9; "ボヘミア“ パラチンケン、プラムジャムとポピーシード包み、煮込みプラム添え
10; "ラムトリュフ" パラチンケン、チョコレートトリュフ包み、サワーチェリー煮
込み添え
11; "ヌテラ"パラチンケン、ヌテラ包み、バニラソース添え
12; "ヌテラ スペシャル"パラチンケン、ヌテラとバナナ包み、ヘーゼルナッツソー
ス添え
13; "ワッシャーマッチェン“ パラチンケン、アプリコットとマルチパン包み、バニ
ラソース添え
14; "マルチパン“ パラチンケン、マルチパン包み、チョコレートソース添え
15; "トプフェン フルーツ" パラチンケン、チ−ズとフレッシュフルーツサラダ包み、
チョコレートソース添え
16; "ベイクド"パラチンケン、チ−ズとストロベリー包み、バリラソース添え
17; "ベイクド"パラチンケン、プラムジャムとポピーシード、ナッツ包み、チョコ
レートソース添え
アイスクリーム パラチンケン € 10.80
アイスクリームパラチンケン "マリアテレジア"
ナッツ入りパラチンケン２枚、エッグリキュールソー
ス添え。バニラアイス付き
アイスクリームパラチンケン "マリアンドル“
煮込みアプリコットのパラチンケン２枚、エッグリキ
ュール添え。バニラアイス付き
アイスクリームパラチンケン "フルーツドリーム"
フレッシュフルーツ包みのパラチンケン２枚、チョコレートソース添え。バニラア
イス付き
アイスクリームパラチンケン "クラシック"
２つのバニラアイスのパラチンケン１枚、ヘーゼルナッツソースと煮込みベリー添
え。アーモンドとホイップクリーム付き

ミルクバー
アイスミルクシェイク: ストロベリー、バナナ、アプリコット、バニラ
各アイスミルクシェイク
各バターミルクシェイク

€ 3.50
€ 3.50

0.25L
0.25L

(種類はアイスミルクシェイクと同じで、バターミルク入りです)
ミルク
バターミルク

0.25L
0.25L

€ 2.00
€ 2.20

0.5L
0.5L

€ 3.00
€ 3.20

ジュースバー
1/8L 絞りたてオレンジジュース
あるいは 0.25L の水またはソーダ割り

€ 2.50

1/4L 絞りたてオレンジジュース、アップルとにんじん入り
あるいは 0.25L の水またはソーダ割り
€ 4.00
1/4L 絞りたてアップルジュース、葡萄入り
あるいは 0.25L の水またはソーダ割り

€ 4.00

コーヒー & ティーハウス
コーヒー 小
ブラックまたはミルク入り
コーヒー 大
ブラックまたはミルク入り
ホワイトコーヒー ホイップクリーム入り
ホワイトコーヒー ミルク入り
カプチーノ (モカ 大) ホイップクリーム入り
カイザーホワイトコーヒー カイザー・メランジュ
(モカ 大、たっぷりミルク入り)
チョコレートドリンク ホイップクリーム入り
チョコレートドリンク ラムとホイップクリーム入り
ハーブティ、フルーツまたはペパーミントティ
レモンティ

€ 2.20
€ 4.00
€ 3.40
€ 3.20
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.50
€ 3.50
€ 3.50

コールドドリンク
コカコーラ、ライト、ゼロ、
アルムドゥドラー、スプライト、フルケード

0.33L

€ 3.50

ローマークエレ, ローマクエレレモン入り 0.33L

€ 3.00 0.7L

€ 4.80

0.25L 杏 またはスグリジュース
あるいは 0.5L の水またはソーダ割り

€ 3.50

0.25L オレンジジュース
あるいは 0.5L の水またはソーダ割り

€ 3.50

0.25 L アップルジュース ナチュラルまたはレッド
あるいは 0.5L の水またはソーダ割り

€ 3.50

0.25L 葡萄ジュース イエロー またはレッドマスカット
あるいは 0.5L の水またはソーダ割り

€ 3.50
€ 3.30

アイスティ ピーチまたはレモン

0.3L

**ソーダ または レモン/ラズベリー入りソーダ
**ソーダ または レモン/ラズベリー入りソーダ

0.25L € 2.20**
0.5L € 3.50**

ミックスコーラとオレンジレモネード

0.5L

€ 4.40

ヒルターラドラー
スティーグル ノンアルコール

0.5L
0.5L

€ 4.40
€ 4.40

ザルツブルグ産スティーグル, ケルンテン産 ヒルターまたは
"ミックスビール" グリースキアヒェン & スティーグル
0.3L
0.5L

€ 3.40
€ 4.40

グリースキアヒェン産ダークビールボトル

0.5L

€ 4.40

スティーグル 小麦ビールボトル

0.5L

€ 4.40

** ソフトドリンク

ビール樽

ワイン樽
グロースリーデンタールのバイオワインメーカーDIWALD 社のグリュナーヴ
ェルトリナーまたはツヴァイゲルト/ポルトギーザー
1/8L € 2.40
水割り
¼ L € 2.80
サマースプリッツァー
1/8L + 0.5L スプリッツァー割り
€ 3.50
ピーチスプリッツァー
1/8L + 0.25L スプリッツァー割り
€ 2.60
エスプリフリザンテ
0.1L € 3.00

シュナップスとスピリッツ

2cl

フェルネットまたはウンダーベルグ

€ 2.60

オーブストラー (フルーツシュナップス)

€ 2.00

ウィーザーウィリアムス 洋梨のシュナップス "クラシック"

€ 3.20

ウィーザー プラムシュナップス"クラシック”

€ 3.20

ウィーザー ラズベリーシュナップス"クラシック”

€ 3.20

ウィーザー アプリコットシュナップス"クラシック”

€ 3.20

ウィーザーはヴァッハウ渓谷で手摘みされたフルーツを使用した良質のスピリッ

ツとして有名です。

ワインセラー
ワイン１本ご注文いただくと、ミネラルウォーター１本（0.7L €
4.80）を無料でお召し上がりいただけます。
グリュナーヴェルトリナー
"ドナウランドラー" 低地オーストリア ワグラム ドライ

1/8L € 2.90
0.75L € 17.40

"シュタインフェーダー"ドメーヌ・ヴァッハウ ドライ

0.75L € 19.20

DAC グリュナーヴェルトリナー
"ドナウランドラー" 低地オーストリア ヴァッハウ ドライ 1/8L

€ 3.00

0.75L € 18.00
イエローマスカットワイン
"ドナウランドラー" 低地オーストリア ワグラム ドライ

1/8L € 2.90
0.75L € 17.40

"スタインブルック" モーザーヴィンヤーズ、南シュタイアー
0.75L €23.40
リースリング
"ドナウランドラー" 低地オーストリア ワグラム

ドライ

1/8L € 2.90
0.75L € 17.40

ハイデボーデン 白
トマスレーナー ヴィンヤーズ、バーガンランド、ゴルス

0.75L € 19.80

ヴェルシュリースリング
ポルス ヴィンヤーズ、南シュタイアー、ドライ

0.75L € 19.80

シャルドネ
ネツル ヴィンヤーズ カルヌントゥム、ドライ

0.75L € 19.80

ウィーン特産 サッツクラシック
コベンツル ヴィンヤーズ、ウィーン、ドライ

0.75L € 22.80

ツヴァイゲルト
"ドナウランドラー" ヴィンヤーズワグラム ドライ

1/8L € 2.90
0.75L € 17.40

カルヌントゥム キュビー
マルコヴィッチ ヴィンヤーズ、カルヌントゥム、ドライ

0.75L € 23.40

ハイデボーデン レット
ブラウフレンキッシュ&ツヴァイゲルト、トマスレーナー、バーガンランド
0.75L € 23.40
ブラウアー ツヴァイゲルト
セネター、コベンツル ヴィンヤーズ、ウィーン、ドライ

0.75L € 23.40

ブラウフレンキッシュ クラシック
ヴェランチズヴィンヤーズ、ミッテルブルケンラント、ドライ
0.75L € 23.40

