とん平焼き

OSAKA STYLE TEPPAN-YAKI

お好み焼き

トマトのチーズ焼き

OKONOMIYAKI - Savory pancake -

豚玉
餅チーズ

豆腐ステーキキノコ餡かけ 750 円
Tofu steak with mushrooms

880 円

with Rice cake,
cheese, pork and egg

ソース焼きそば

880 円

Fried noodles flavored with
worcestershire sauce

BAR FOOD

DESSERT

Marinated boiled quail eggs

クリームチーズの
紹興酒漬け

塩昆布きゅうり

Cream cheese narinated
in Shaoxing wine

450 円
480 円

Pickled cucumber with kelp

塩昆布セロリ

750 円

Grilled cheese and Tomato
with sweet chili sauce

Chicken in spicy sauce

880 円

with Pork and egg

うずらの煮玉子

850 円

Tonpei-yaki:
flat-shaped pork crepe

480 円

Pickled celery with salted kelp

フライドポテト

杏仁豆腐

480 円

450 円

Almond jelly

胡麻団子とバニラアイス

580 円

Sesame dumplings and vanilla ice cream

650 円

French fries

鶏の唐揚げ

4個

450 円

Deep-fried chicken

※別途お通し代250円をいただきます。表示価格は全て税抜きです。

FOLLOW US!

# 痺れる # 辛い # 花山椒 # アタック # マー活

...and more!

料理長人長が、家庭でもできるシビレメニューを

今週のランチメニューをはじめ

ご紹介していく「Shibireru TV」

料理長とっておきのおすすめメニューなど

趣味のアウトドアを生かした

新着情報をほぼ毎日更新中！

シビレキャンプメニューも

リバヨン アタック

更新していきます！

ribayonattack.com

APPETIZER

STANDARD
油淋鶏

Potato salad with char-sui

Chinese-style fried chicken

Steamed xiaolongbao buns

バルサミコを使った黒酢豚 880 円

海老蒸し餃子

600 円

Cold jellyfishand cucumber salad

780 円

Chicken in spicy sauce

ピータン

550 円

Chinese Century Egg

香りを引き立てた自家製辣、

小籠包

チャーシューポテトサラダ 580 円
こりこりクラゲの冷菜
よだれ鶏

DIM SUM

黒酢をベースに丸鶏をしっとり仕上げた

炙りチャーシュー

料理長オススメの一皿

Homemade char-sui

580 円

880 円

Sweet and sour pork with black vinegar

大海老のチリソース炒め 1280 円

玉子とキクラゲ、
豚肉の炒め物

Stir-fried prawn with chili sauce

880 円

3個

780 円

4個 680 円
Steamed gyoza dumplings with shrimp

焼売

青椒牛肉絲

Steamed dumplings

1200 円

3個

550 円

玉ねぎをふんだんに使った
甘みのある大ぶりの豚肉焼売です。

1280 円

King Crab & fried egg

Laziji: Spicy chicken Sichuan style

5本 780 円 / 10本 1480 円

大海老の
カレーマヨネーズソース

やみつきになる人続出！？の

Stir-fried prawn with
curry flavored mayonnaise

アタック名物料理はお皿から溢れる

1280 円

国産牛ロースの 1880 円
黒胡椒炒め
Stir-fried beef with black pepper

唐辛子がインパクト大な手羽中香味炒め。

NOODLES & RICE

料理長の自信作です。

四川麻婆豆 腐

980 円

Mapo tofu Sichuan style

香りを一番に、味に深み・辛みを出すため

VEGETABLES
グリーンサラダ

630 円

粗挽きの豚肉と白菜ニラを使った

Shredded pork and eggs with jew's-ear

タラバガニの蟹玉

ラ ー ズ ー チ ー

4本

ジューシー、ボリューミーな棒餃子です。

Stir-fried sliced beef and bell peppers

アタック特製 辣 子 鶏

鉄板餃子
Teppan-grilled dumplings

豆板醤3種類をブレンドしました。
ようやく辿りついた自慢の麻婆豆腐。

Green salad

880 円

きのこのバター炒め

980 円

900 円

オイスターソース焼きそば 950 円

Fried noodles Cantonese style

料理長・人長が試行錯誤し、

880 円

ブロッコリーの鉄板焼き
干し海老と豆豉のソース

五目チャーハン

Mixed fried rice

坦々麺
Dandan noodles

1000 円
ハーフサイズ 680 円

白胡麻がたっぷり入った濃厚担々麺。

白飯
Rice

150 円

手作りの辣油の辛さが
旨みを引き立てます。〆にオススメ！

Teppan-grilled broccoli with
spicy black beans sauce

当日OK!

Stir-fried mushrooms with butter

パクチーサラダ

空芯菜炒め

Cilantro Salad

980 円

Stir-fried Chinese water spinach

季節の野菜のセイロ蒸し 1200 円
中華風バーニャカウダソース

新鮮なパクチーを醤油ベースで
あっさり仕上げた一品です。

お 一人 様

780 円
フリードリンク

90 min.

NO RESERVATION NEEDED,
SNACKS-INCLUDED 90-MINUTE UNLIMITED DRINKS PLAN

3000円

2名様よりご利用可！

・枝 豆 ・塩 昆 布きゅうり ・フライドポテト ・海 老 蒸し餃 子
Edamame: Green soy beans / Pickled cucumber with kelp / French fries / Steamed gyoza dumplings with shrimp
キリンハートランドビール／紹興酒／ワイン／ハイボール各種／サワー各種／焼酎／カクテル各種／ソフトドリンク各種 etc... 50種以上 飲みが中心の2軒目に！

Steaming seasonal vegetables in bamboo steamer
with Chinese style bagna cauda sauce
※別途お通し代250円をいただきます。表示価格は全て税抜きです。

