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1

2

3

4

5
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8

国名

メキシコ

インドネシア

トルコ

スペイン

⽇日本

ロシア

タイ

ナイジェリア

店名

TONO  CAFÉ

ジャランジャラン

イスタンブール

シシル

ZOOSAN

バミューダ

バンギャオ

ナイジェル

⾞車車両サイズ（mm）

⻑⾧長さ469×幅169×⾼高さ198

⻑⾧長さ515×幅185×⾼高さ290

⻑⾧長さ598×幅200×⾼高さ335

⻑⾧長さ483×幅174×⾼高さ300

⻑⾧長さ448×幅170×⾼高さ272

⻑⾧長さ499×幅180×⾼高さ320

⻑⾧長さ486×幅194×⾼高さ295

⻑⾧長さ487×幅182×⾼高さ299

サボテンタコライス 　700円

（インドネシア⾵風ラーメン）

ドネルケバブ 　600円

ローストチキン 　500円

ミークア
600円

気仙沼
ふかひれあんかけ丼 　700円

ビーフストロガノフ 　700円

渡り蟹とシーフードの
マッサマンカレー 　600円

ワニ⾁肉のマフェ（トマトとワニの
ピーナツバター煮込み）
 　700円

メイン①

メキシコ産のウチワサボテンのピク

インドネシアの屋台ラーメン。

ルスを添えたタコライス。ご飯にレ

ミーは麺、クアは汁、インドネシ

タス・チーズ・トルティアチップ・

アの屋台ラーメンです。

スパイシーな⽢甘⾟辛挽き⾁肉・とろーり

ジャランジャランオリジナルあっ

温⽟玉・クリーミーなナッツソースを

さり鶏がらスープと⽶米粉麺のヘル

かけたボリューム満点の逸品です。

シーフードです。

アボガドタコライス 　700円

特別受注のピタパンの中にロースト
したチキン・キャベツ・トマトを⼊入
れ、ケバブ⽤用特製ソースをかけてい
ます。各⾃自お好みでチリソースをか
けられます。

ナシゴレン 　600円

ぐるぐるロースターで1時間かけて焼
き上げ、⾃自家製ハーブで味付けした

サメ類⽔水揚げ⽇日本⼀一を誇る宮城県

ローストチキン！

気仙沼で⽣生産されたふかひれを使

  ⾹香りは⾼高く、⽪皮はパリパリし余分な ⽤用。相性のよいもやし、卵卵でと
脂が落落ちてとてもヘルシーでジュー
シーに仕上がっております。

ケバブデラックス  800円

パエリア 　500円

き、ご飯に合う丼にしました。

16世紀初頭のウラル地⽅方の豪 「World's  50  most  delicious

ナイジェリア（⻄西アフリカ）

商ストロガノフ家の家伝の⼀一

ならではの、ソウルフード。

品がロシアに広まったとされ
る代表的なロシア料料理理の⼀一つ
です。

気仙沼

第⼀一位に選ばれた南タイのソウル
フード。今回渡り蟹とシーフードを
加えほのかな⽢甘みとコクのある⼀一品
に仕上げました。

ピロシキ 　300円

さんまの蒲焼丼 　600円

food」で世界で最もおいしい料料理理の

カオマンガイ
（鶏⾁肉の柔らか煮のチキンライス）

  ⽇日本⼈人も⼤大好きな味の鶏トマ
トのピーナッツ⼊入りシチュー!!
これは病み付きになります。

ダチョウ⾁肉のアフリカンカレー 　700
円

600円

メイン②

当店オリジナルタコライスに
上質なアボガドを贅沢にまる
まる半分のせました。アボカ
ドの柔らかさも⼀一番美味しい
時期を選んでいます。

インドネシアの⾟辛⼝口チャーハン⽬目⽟玉
焼きのせ。
インドネシアのローカルフード⼈人気
No.1。⾃自家製サンバルとインドネシ
アの⽢甘⼝口醤油で炒めた⾟辛⼝口チャーハ
ン⽬目⽟玉焼きのせトッピングでミニカ

ドネルケバブの２倍の量量のチ
キンとトマト・チーズ・レタ

巨⼤大パエリア鍋で炊き上げまし

漁業量量全国2位を誇る気仙沼で ⼩小⻨麦粉を練った⽣生地に炒めた

た！チキンのうま味とシーフード ⽔水揚げされた秋⼑刀⿂魚をあまか

ひき⾁肉や野菜などの具材を包

ス・⾚赤⽟玉ねぎを⼊入れ、ｹﾊﾞﾌﾞ⽤用 のうま味がサフランライスにしみ らのたれで蒲焼に！あつあつ

み油で揚げたロシアの伝統的

特製ソースをかけてご提供。

な家庭料料理理です。

込んだ、やさしい味わいです。

ご飯にぴったり。

レーも付けられます。

カレーアヤム
タコス 　500円

（チキンカレー）

ケバブライス 　600円

パエリアとチキンのセット 　600円

600円

気仙沼
五臓六六腑ホルモン丼 　600円

鶏のゆで汁で炊いたご飯の上にや ピーナッツバター⼊入りのチキ
わらかく煮込んだ鶏⾁肉をのせタオ ンカレーです。⽇日本のカレー

チオをベースに作ったオリジナル のように、様々な⾹香⾟辛料料は⼊入
ソースをかけました。タイの屋台 らないシンプルなカレーで
料料理理で⼤大⼈人気の⼀一品です。
す。

カルバサ

揚げパッタイ

（腸詰ソーセージ）

（揚げ麺のタイ焼きそば）

(トウガラシと⾁肉のスープ)

400円

600円

600円

ぺぺスープ

メイン③

フード

パリパリのフラワートルティーヤ ココナッツミルクの濃厚さとじっく
にタコライスの具を挟みました。 り炒めた⽟玉ねぎの⽢甘味に数種のスパ
⾷食べ歩きにピッタリ！  当店のタ

イスの⾹香りがする。

コスは⾟辛くないので、お⼦子様も喜 ピリ⾟辛チキンカレートッピングで⽬目
んで召し上がれます。

⽟玉焼きも付けれます

チリコンカンライス

バビケチャップ

（⾖豆の煮込みごはん）

（バリ島の豚⾁肉の⽢甘⾟辛炒めご飯）

700円

600円

ライスにキャベツ・ロースト
したチキンを乗せ、特製塩た
れソースと特製ソースをかけ
て
ご提供致します。

巨⼤大鍋で炊き上げたパエリア
とローストチキンのうま味と
塩気がナイスコンビネーショ

⾁肉店」の五臓六六腑気仙沼ホルモ
ン。著名⼈人にも⼈人気のホルモン

極細のビーフン「センミー」を

⽣生腸詰めを焼あげたロシアの

ンのセットは、⾷食が進む1品で は、つまみとしては勿論論、ご飯に ソーセージです。
す。SICILの⼈人気No.1メ
ニュー!

スペシャルセット

フライドポテト 　300円

創業42年年、「気仙沼からくわ精

せました。軟らかな具材とパリパ ガラシと⾁肉のスープ。ナイジェリ
リとした麺の⾷食感がマッチしてい アでは⾮非常にポリュラーなスー

も抜群！店主が絶対の⾃自信作と⾔言

ます。スナック感覚でも⾷食べられ プ。美味しさに⾆舌を巻きますよ。

う味噌味で！

ます。

（ローストチキン・

⼋八⼾戸せんべい汁 　 　500円

シャシリク（鶏⾁肉の串串焼き）

ローストビーフ・パエリア）

(うどん⼊入り 　600円）

500円

700円

サッと油で揚げパッタイの具をの 寒い野外で最⾼高においしい、トウ

タイの3品丼  700円

プロシェット（ワニ・ダチョ
ウ・鶏の串串焼き） 　各600円

メイン④

インドネシア 　バリ島料料理理。

あれもこれも⾷食べたい！というスペ

⾁肉と⾖豆をメインにカラフルな

豚⾁肉と⽟玉ねぎを⽢甘⾟辛醤油とス

野菜をチリ⾵風味でスパイシー

パイスで炒めました。

オリーブオイルを使⽤用して揚

に煮込んだ、メキシコの名物

御飯と⽬目⽟玉焼きの愛称は抜

げたポテトフライです。

伝統料料理理です。  

群！

メキシカンチョリソー    400円

キャベツ、きのこなど野菜

ロシア国内で⼤大⼈人気の串串焼⾁肉

ローストチキンとローストビーフに

たっぷりの汁に⼋八⼾戸の南部せ

料料理理で、カフカス地⽅方や中央

パエリアとローストポテトが付いた

んべいを⼊入れ今までに無い⾷食

アジアの諸⺠民族の伝統料料理理で

感を！

す。

シャルな1品。

ボリューム感たっぷりのセットで
す。SICILの⼈人気NO.2メニュー!!

サテ

トルコビーフ

（インドネシア⾵風焼き鶏）

サラミソーセージ

500円

500円

野菜たっぷり具だくさん
ガスパチョスープ 　300円

タイ料料理理をいろいろ⾷食べたい
⽅方の為に、ひとつのお⽫皿にカ
オマンガイ・ガバオ・マッサ
マンカレーの３種類の料料理理を
のせて提供します

気仙沼ホルモン&さんま蒲焼
のハーフ&ハーフ

⽇日本ではまだ⾒見見慣れないダ
チョウとワニの串串焼き。ダ
チョウは⽜牛の10分の1のヘル
シーさなのに美味しさは抜群!!
ワニは⾷食べてみてのお楽し
み。

フライドプランテーン
ボルシチ 　400円

タイラーメン 　600円

700円

（バナナのフライ）
500円

写真なし
メイン⑤

⾟辛⼝口の⾁肉汁たっぷり極太チョリ
ソー。
⼀一度度⾷食べたらやみつきチョリ
ソー。コロナとの相性も抜群。

ドリンク①

コロナ（瓶）

ビールのつまみに最⾼高。

トルコ⼈人コックが1年年以上かけ

⽢甘⾟辛のピーナッツソースがク

て作った秘伝レシピ通りに⽇日

野菜とめずらしい⼩小粒粒パスタ

ホルモンとさんま蒲焼がここ
で出会った！意外な出会いが

セになるインドネシアの焼き

本の⼯工場で特別⽣生産している

がたっぷりの具だくさんトマ

⽣生み出すハーモニーが胃袋を

鶏。

100%ビーフのサラミソー

トスープです。

くすぐります！

（3本⼊入り・エビセん付き）

セージです。

ビンタンビール

エフィスビール

アサヒスーパードライ

マンゴーラッシー

トルコワイン

ソフトドリンク

ドリンク
ドリンク②

⻄西アフリカではよく⾷食べられ

ビーツやキャベツを使ったロ
シアのシチューです。世界三

タイの定番屋台料料理理のタイ

⼤大スープのひとつとしても知

ラーメンです。

名度度の⾼高い料料理理です。

ウォッカのカクテル

る。プランテーン（⽢甘くない
ばなな）のフライ。じゃがい
もの様な美味しさで、ディッ
プを付けてさらにおいしく

シンハービール

