H4

折り

H1

BURGER
& SAND
ロックバーガー …………………… ¥1,100

180gパテ、オリジナル・オニオンソース、モッツァレラチーズ、レタス、ピクルス、
マヨネーズ、マスタード、バター w/ フレンチフライ
ズッシリ重たいボリューム満点バーガー。

3Dバーガー ……………………… ¥1,600

3D：三つのダブルで大満足！
1st Double=180gパテ/フレークBBQポーク
2nd Double=チェダーチーズ/モッツァレラチーズ
3rd Double=オリジナルBBQソース/特製クリームソース
レタス、
ピクルス、マヨネーズ、マスタード、バター ｗ/フレンチフライ

ルーサーバーガー ………………… ¥1,600

ドーナツでハンバーガー？アメリカには楽しい料理がいっぱいです。
甘い辛いが癖になる！
ドーナツ、180gパテ、
自家製ベーコン、チェダーチーズ、
レタス、
ピクルス、マヨネーズ、
マスタード、
ケチャップ、バター
ｗ/フローズンヨーグルトと3種のソース
（カシス、
レモン、梅）

フィリー・チーズステーキ・サンド … ¥ 1,100
牛肉とお野菜をグリル、
フカフカのパンにチーズとサンド。
アメリカ最古の街、
フィラデルフィア伝統の美味しさ。
グリルビーフ、マヨネーズ、マスタード、モッツァレラチーズ、チェダーチーズ ｗ/サラダ

ホットドッグ・レギュラー ………… ¥1,200

お店で作った自家製ソーセージはデカくてジューシー！
ソーセージ、オニオン、
レリッシュ、
ブロッコリースプラウト、マヨネーズ、マスタード
ｗ/サラダ

ホットドッグ・スパイシーチーズ … ¥1,400

酢漬けハラピニオとダブルのチーズで濃厚Hot！
自家製ソーセージ、チェダー＆モッツァレラチーズ、ハラピニオ、
オニオン、
レリッシュ、
マヨネーズ、マスタード ｗ/サラダ

フライドチキン・サンド …………… ¥1,300
信州ブランド
「福味鶏」。胸肉のジューシーなフライドチキンのサンドイッチ。
レタス、赤キャベツとカラフル・パプリカのコールスロー、
レモン
ハニーレモンマスタードソース、マヨネーズ、バター ｗ/フレンチフライ

ポボーイ・サンド（シュリンプ）………… ¥1,100
（オイスター）………… ¥1,100
（信州サーモン）……… ¥1,300
ニューオリンズ名物シーフードフライのサンドイッチ。
メイントッピングを牡蠣、エビ、信州サーモンからお選び頂けます。特製マヨネーズ
ソース、フレッシュトマト、レタス、マヨネーズ、マスタード w/フレンチフライ

PASTA
ペペロンチーノKARASUMI ……… ¥1,700

静岡県下田市割烹民宿「小はじ」で作られた無添加、100％手作りのからすみを
贅沢に使った和風オイルパスタ。磯海苔がアクセント。

イタリアンソーセージとほうれん草の
オイル・スパゲティ………………… ¥1,400
イタリアンソーセージ、ほうれん草とオニオンをオイルで炒めたパスタ。
隠し味のガーリックとお醤油であとひく美味しさに。

ミートボール・スパゲティ ………… ¥1,400

特製ミートボールがゴロゴロ。
トマトソースとの相性バツグン。満足な一皿です。

レモンクリーム・スパゲティ ……… ¥1,400
爽やかなレモンの香り豊かな濃厚クリームソース。
パスタに絡んで至福のひと時。

ペンネ・アラビアータ ……………… ¥1,300

トマトソースとピリ辛レッドペッパーで和えたショートパスタはお酒にピッタリ。

※表示価格は消費税を含んだ価格です。

Red Rocks

MENU

P1

PIZZA

★ロックミックス

折り

P2

下記よりお好きな生地をお選び下さい。
●

イリノイ州シカゴのスタイル。深いパン皿で焼き上げます。
流れ出るチーズは幸せそのもの。
ボリューム満点なのに飽きない美味しさ。
Red Ro cksの看板メニュー。絶対お勧め！

（ペパロニ、イタリアンソーセージ、マッシュルーム、オニオン）
ペパロニとイタリアンソーセージ、アメリカンピザの大定番。
マッシュルーム、オニオンと相性バツグン！

★ポパイ

●

● クリスピー

……………………… ¥1,900

女性に大人気。サクッとしっとり、
パインが良く合うライトな美味しさ。お勧めです。

★シャイン・The・パイン
（パイン、コーン、ベーコン、オニオン）

ハンド・トス……………………… ¥1,900
熟練の職人が一枚一枚手で伸ばす。
フランスパンを想わせるしっかりとした
味わいの生地です。アメリカンタイプの定番です。

（ほうれん草、ベーコン、イタリアンソーセージ、オニオン）
アメリカンの好みはあまりトッピングを乗せないピザ。
でもホウレン草は好きみたい。
チーズとベーコンとの相性が最高！お勧めです。

ディープ・ディッシュ …………… ¥2,500

●

こちらもアメリカの定番トッピング。日本でも熱狂的な
ファンがいます。パインとトマトソースの酸味、
チーズの芳醇な美味しさがベストマッチ。

カルツォーネ …………………… ¥2,200
アメリカン・イタリアンの定番ピザ、
「カルツォーネ」
ユニークな三日月型の包み焼スタイル。
別添えのマリナーラソース、シーザードレッシイングと
ご一緒にお楽しみください。

★ホームメイドベーコン

（手造りベーコン、ブラックオリーブ、ガーリックオイル、オニオン、ブロッコリースプラウト）
スモークの効いた無添加手造りベーコンとブラックオリーブ、ガーリックの香り、大人のピザです。
焼きあがったピザにブロッコリースプラウトがアクセント。

APPETIZER

MAIN DISH

- COLD -

リブアイステーキ ……………… お尋ねください

パルミジャーノ・レッジャーノ・バルサミコ … ¥600
砕いたパルミジャーノ・レッジャーノ・チーズに濃厚バルサミコソース。

ナッツ・in・クリームチーズ……………… ¥600
なめらかなクリームチーズにナッツの歯ごたえ。蜂蜜とブラックペッパーがアクセント！

ハワイアン・ツナ・ポキ ………………… ¥800

ハワイのジャパニーズレストラン定番メニュー。
ツナ
（マグロ）
とアボカドをRed Rocksオリジナルソースで和えました。

柔らかくてジューシー。
でも脂っこくありません。450gの大判カット。
楽しくシェアしてお召し上がりください。

ロックスメックス ………………… お尋ねください

Red Rocksオリジナル牛肉料理。
元はメキシコ料理 アメリカに渡るとテックスメックス。
ここ佐久市ではRox Mex!お肉とお野菜をトルティーヤで巻いてお召し上がりください。

BBQポーク（フル）……………………… ¥5,100
（ハーフ） …………………… ¥2,780

酢漬けハラペーニョ …………………… ¥100
辛い！酸っぱい！ピザやお肉にピッタリのお供。

十種類を超えるスパイスとハーブのオリジナル・シーズニングで骨付き肉を漬け込みます。
12時間じっくり火を通し柔らかくスパイシーなBBQポークの出来上がり。
Red Rocksに来たら絶対食べて！

- WARM -

ポークソテー ………………………… ¥1,700

Ｅ・ＤＡ・ＭＡ・ＭＥ …………………… ¥480

ヘルシー食材としてアメリカでも大流行。

フレンチフライ ………………………… ¥580

地産信州ポークをジューシーにソテー。200gの食べごたえをストレートに焼きました。
３種の相性バツグンソースから2種類チョイス！テリヤキ、バルサミコ、
マリナーラ

ケージャンチキンシチュー…………… ¥1,500

選べる3つのフレーバー。ペッパーソルト、
ガーリック、
スパイシーチリ

プリプリの鶏ももをニューオリンズの庶民の味「ケージャン風味」
で煮込みました。
マイルドなスパイスの味わいを最後のひとさじまでお楽しみください。

ガーリックトースト ……………………… ¥600

信州サーモンのポワレ ……………… ¥2,100

サックサクでジュワ〜、香ばしいガーリックバターの香り。

ピックルフリッツ ………………………… ¥680

地元食材信州サーモン。皮はカリッと身はジューシーに焼きました。
特製レモンマスタードソースは甘酸っぱくてクリーミー。
サーモンとの相性ピッタリ。

なんだ、
これは！？まさかの味わい。アメリカのおつまみで今大人気。アメ食と和食のベスト
フュージョン。楽しい美味しさピクルスの天婦羅。Sony Suzukiお勧め。

ガーリックポテト………………………… ¥680
ガーリックとパルメザンチーズの香りの効いたホクホクポテト。

チリコンカン …………………………… ¥700
挽肉とビーンズのメキシカン煮込み、
トルティーヤ付。

カラマリ ……………………………… ¥1,000

イカフライ。アメリカンレストランの定番。
レモンと特製マリナーラソースでお召し上がりください。

バッファローウイング………………… ¥1,100

アメリカのスポーツバーではこれをつまみにビール！無限に手が伸びる美味しさです。
ホットソース、
ノーマルソースをお選びください。

ガーリックシュリンプ ………………… ¥1,500
サーファーのソールフード。Red Rocksオリジナル・バターソースはクセになります。

SALAD
トマトとフレッシュハーブ ……………… ¥600
ミニトマトをフレッシュハーブとオリーブオイルでミックス。
パルメザンチーズを雪のようにまとった大人のサラダ。

グリーンサラダ ………………………… ¥900
新鮮野菜は常時7種類以上。季節のお野菜、
フルーツ等もMix。
お好みのドレッシングでお楽しみ下さい。

下記よりお好きなドレッシングをお選びください。
シーザー・クリーミーセサミ・チャイナ・バジルチーズ・オイル&レモン

Red Rocks
Dessert
Lemon Curd
Menu
Affogato

580

580

Bananas Foster

Brownie

580

580
W

Buñuelos

Vanilla Ice Cream

580

480
Simple is Best!!!

Shake Shake !!!

600

