
・オイルベースパスタ    850

・創作和⾵パスタ      900

・トマトソースパスタ    950

・クリームソースパスタ   1000

Launch MENU

11：30〜15：00（ラスト オーダー14：30）

※メニュー内容は⿊板を確認してください。
※ディナーメニューのパスタもお選びいただけます。

※⼟⽇祝⽇は ＋100 頂いております。

〜サイドメニュー〜

・⽇替わりサラダ＋ソフトドリンク 150
・バケット   100
・麺⼤盛り1.5倍  200

・ウーロン茶・緑茶・コーヒー・紅茶
 (アッサム・ダージリン・アールグレイ)
・オレンジ・グレープフルーツ・ぶどう・クランベリー

〜アルコール〜

・ビール        400
・ハイボール      350
・⽇本酒スパークリング 550
・グラスワイン     350

当店は⾃家製⽣麺を使⽤しています。
イタリア製の製麺機で作った⽣麺はとても⾷感良く、

全粒粉の⾹りも⽴つ逸品です。
普通のパスタと⽐べると、全粒粉パスタの⼀番のポイントは「栄養価が⾼い」ことです。
⼩⻨粉と全粒粉の栄養素を⽐べると、炭⽔化物やたんぱく質には⼤きな差はないものの、

全粒粉の⾷物繊維は⼩⻨粉の4倍ほどになります。
たくさん噛むことによって⾷べ過ぎを防⽌し、

適度な量で満腹感を味わうことができるのも全粒粉パスタの特徴です
 

当店のパスタは1⼈前160gです

※お得なランチカードもございます
ご希望の⽅はスタッフまでお尋ねください。



assortment of cheese

ソーセージの盛り合わせ
どんなお酒にも相性X-GUN

650assortment of  sausage

チーズの盛り合わせ
ワインにピッタリ！盛り合わせ！

トマうま⾁⾖腐
⾃家製トマトソースがたまらない....

和⾵バジルのカプレーゼ
⼤葉のバジルソースが相性抜群

雲丹をのせた贅沢クリーミーオムレツ
⼥⼦受け間違いなし‼！！

スモークサーモンマリネ
ワイン・ビールいろんなお酒に合います♪

⼤⼈のポテトサラダ
イクラがたっぷりオススメおつまみ！

わさびポテトサラダ
キングオブおつまみ

caprese

stuwed pork & tofu
with tomato souse

marinated smoked salmon

omelet kabuto style
with sea urchin souse

potato salad

wasani sauce

650

600

700

600

600

650

1000

EDAMAME with Garlic Sauce枝⾖とズッキーニのペペロンチーノ
枝⾖をズッキーニのガーリックチリオイルで炒めました。

 550

Dried Mullet Roe with marinate Radishカラスミ⼤根の浅漬け
⼤根の浅漬けにカラスミをトッピング。

550

MIXナッツ
とりあえずの⼀品

Mixed nuts 300

おつまみ

Dried fruit platterドライフルーツ盛り合わせ
お酒のお供に是⾮！  600

Pork Jerkyポークジャーキー
安定の美味しさ

 600

サバカレー
ライスかバケットをお選びください

Mackerel Curry 1000



カニ味噌クリームコロッケ
あつあつ、トロトロ、うまうま

オニオンフライ
ビールがとまらない・・・・・

crab miso cream croquette

fried onion

700

550

漬けこみ鶏のカラアゲ
ガブ〇チキンや

〇さんのカラアゲに負けません
fried chiken

700

DeepFride Octopus味噌漬けタコ焼き
Kabutoに来たらまずはこれ！！

2p 300

Fried Shrimp串揚げエビフライ
名古屋名物遂に登場！

1p 200

カニの⽖フライ
たっぷり⾝の詰まったカニフライ 1p 250Fried Crab

650
Three kinds三種盛り

インスタ映え間違いなし！

fried potato
Kabutoのフライドポテト

ソルト・明太⼦ソース(+100)の中からお選びください。 500

fried potato with Garlic厚切りガーリックポテトフライ
匂いなんて気にしない！最強おつまみ！ 550

揚げもの

韓国⾵ピリ⾟カラアゲ
⽢⾟いたれがたまりません。。。

fried chiken Korean style 750

インドネシア⾵パクチーカラアゲ
ピーナッツバターソースで味付け！

パクチー好きにはたまらない。。。。
fried chiken Indonesian style 800

⾃家製⽣パスタのパリパリ揚げ
イタリアマシーンで作った⾃家製パスタ

Fried Pasta
500



サラダ

tofu & mushroom
 salad

⾖腐とキノコのサラダ
ヘルシー&セクシーサラダ 800

caeser saladバリバリシーザーサラダ
揚げパスタを崩してお召し上がりください 800

green saladグリーンサラダ
シンプルなグリーンサラダです

550

roast pork 
with tomato chili sauce

豚のロースト 〜チリトマトソース〜
チリトマトソースと

たっぷりチーズでガッツリと！

1600

miso marined streedchiken
味噌漬け鶏のもも⾁グリル

Beerがめっちゃ進みます♪
1250

PIZZA

Mentaiko&potato PIZZA 1100

tomato sauce PIZZA

チーズたっぷり
トマトソースPIZZA

やっぱりPIZZAはトマトでしょ！

1000

明太ポテトPIZZA 
定番の和⾵PIZZA！

Garlic Oil Ohba Sauce PIZZA
スモークサーモンの

⼤葉ジェノベソースPIZZA
かなりオススメ！！ 

1100

⽜⾁ステーキ 〜バルサミコソース〜
ボリューム満点ステーキ

roast pork 
with tomato chili sauce 2000

お⾁
※焼き上がりにお時間頂きます



〜ガーリックオイルベース〜

・キノコとベーコンのペペロンチーノ     950

Peperoncino with Mushrooms and Bacon

シンプルな和⾵ペロンチーノ

・アボカドと豚⾁の梅⾵味ペペロンチーノ     1000

Pork & Avocad With Garlic Chili Oil Sauce

さっぱり梅⾵味の和⾵ペペロンチーノ

・シラスと⾼菜のガーリックバターソース     1000
 

Silas and takana with garlic butter sauce

シラスと⾼菜の相性抜群

〜トマトベース〜

・アラビアータモッツアレラチーズのせ     1100

Mozzarella Cheese with Chili Tomato Sauce 

ピリ⾟！刺激が⾜りない⽅におすすめ！

・海⽼とアボカドのトマトソース     1300

hrimp&Avocad with Tomato Sauce

⼥⼦1番⼈気パスタ

・ボロネーズ     1350 

Vorones

お⾁たっぷり贅沢パスタ

・エビとキノコのトマトクリーム     1350

Shrimp and mushroom tomato cream

安定の美味しさ

パスタ



〜和⾵ベース〜

     
・たっぷりバターの明太⼦ソース      1100

Mentaiko&Butter 

定番の⼈気パスタ

    
・あさりと⽊ノ⼦の醤油バターソース     1200 

Shimeji Mushroom&Clam with Soy Butter Sauce  

醬油バターソースが⾷欲そそる

・海⽼とカラスミ⼤葉のジェノベーゼ     1300

Shrimp&Dried Mullet Roe with Garlic Oil Ohba Sauce

バジルの代わりに⼤葉で仕上げた⾄極の⼀品

  

〜クリームベース〜

・スパイシーカレークリーム     1400

Spicy Curry Cream

⼤⼈気カレーパスタ

・豚キムチクリーム     1350

Pork Kimchi Cream

⼀⼝⾷べたらくせになる。。。。

・ 幸せのカルボナーラ 〜魅惑のめんたい添え〜     1500

Mentaiko Carbonara  

貴⽅の幸せ叶えてあげる

・雲丹をのせた わさびクリームソース     1700

SeaUrchin with WASABI Cream Sauce

ここ来たらコレです。ほんとにおすすめです。
  



※ 焼 き 上 が り ま で 少 々 お 時 間 頂 き ま す 。

※ ⼀ 枚 が ⼤ き め の パ ン ケ ー キ に な り ま す 。

・ パ ン ケ ー キ プ レ ー ン     P a n c a k e  O r i g n a l       1 0 0 0    

・ パ ン ケ ー キ チ ョ コ レ ー ト  P a n c a k e  C h o c o l a t e   1 2 0 0  

・ パ ン ケ ー キ 季 節 の フ ル ー ツ  P a n c a k e  S p e c i a l    1 5 0 0

・アイスクリーム      Ice Cream             

★季節のフルーツの種類はスタッフまで

・kabutoオリジナルブレンドコーヒー
Coffee  Ice・Hot  450

・カフェラテ CafeLatte  
Ice・Hot      550

・カフェモカ CafeMocha 
Ice・Hot      550

・紅茶   
Tea Ice・Hot    450
★アッサム・アールグレイ・ダージリン

・ハーブティーHarb
Tea Ice・Hot    450
★ペパーミント・ジャスミン・カモミール

・抹茶ラテ green tea latte
 Ice・Hot      550

〜カフェメニュー〜

〜デザート〜

毎 年 5 ⽉ 中 旬 〜

〜カキ氷〜

・orange juice・grapefuit juice
・cranberry juice・tomato juice
・grape juice・cola
・ginger ale
・oolong tea・green ter

・オレンジジュース
・グレープフルーツジュース
・クランベリージュース
・トマトジュース
・ぶどうジュース
・コーラ
・ジンジャエール
・ウーロン茶
・緑茶

400
400
400
400
400
350
350
350
350

non-alcoholic drink
〜ソフトドリンク〜

Cafe Drinks



〜ウイスキー〜

・知多
・⽩州
・⼭崎
・ワイルドターキー8年
・ジャックダニエル
・グレンフィデック12年
・ラフロイグ
・マッカラン

〜⽇本酒〜

〜カクテル〜

※その他カクテルなどは
スタッフまでお尋ねください

700
650
750
900
1000

・AKABU 700

・カンパリ
・カシス
・マンゴヤン
・カルーア
・カルーア抹茶

ハウスワイン ・グラス⽩・⾚
      

〜ワイン〜

※ボトルワインなどは
スタッフまでお尋ねください

550

ALL700

・ノンアルコールビール
・⼀刻者（芋）
・よかいち（⻨）
・梅酒
・柚⼦⼩町

〜その他〜

600
550
550
550
600

〜⽇本酒スパークリングを使ったSAKEカクテル〜

・和ミモザ 

・和ベリーニ

・ピンクロ和イヤル

・レッド和ン

・⽇本酒スパークリング

800

800

800

800

750

sake sparkling⁺orange

sake sparkling⁺peach

sake sparkling⁺grapefruit⁺cranberry

sake sparkling⁺tomato

sake sparkling

sparkling sake cocktail

〜国産リキュールを使⽤した贅沢カクテル〜

・ぶどうぶどう

・ラフメルト

・もものサングリア

japan liqueur×orignal cocktail

grape liqueur⁺grape

pear pearl liqueur⁺cranberry

peach liqueur⁺orange⁺white wine

700

700

700

〜いろいろハイボール〜

・⾓ハイボール

・レモンハイボール

・コーラハイボール

・ジンジャーハイボール

kaku whiskey soda

whiskey soda⁺lemon

whiskey soda⁺cola

whiskey soda⁺ginger ale 

450

500

500

500

high ball cocktail

・レモンサワー
・ライムサワー
・梅サワー
・グレープフルーツサワー

〜サワーハイ〜

550
550
550
550

 



Kabuto ⼤⼈気濃厚フルーツリキュール

〜レギュラービール〜
・サントリー⾹るエール 600

 
瓶ビール

・キリンクラシックラガー 700
・サッポロラガー 700

 
・Kabutoのクラフトビール 900

飲み⽅
ロック 550

ソーダ割 600
ミルク割 600

ソフトドリンク割 600
ハイボール割 650

ビール割 700
⽇本酒スパークリング割 800

飲み⽅いろいろ、⾃分の好きな飲み⽅をお探しください

〜ビールカクテル〜
beer cocktail

・ぶどうビール

・ももビール

・うめパナシェ

・レッドアイ

・イエローアイ

grape liqueur⁺beer

peach liqueur⁺beer

plum wine⁺beer⁺soda

tomato⁺beer

grapefruit⁺beer

700

700

700

700

700

・にごりラフランス
・にごりぶどう
・にごり桃
・にごりキュウイ 
・にごりみかん 
・にごりばなな 
・にごりパイン 
・にごりジャバラ

・にごりラフランスのオススメ ハイボール割り
・にごりぶどうのオススメ ビール割り

・にごり桃のオススメ ⽇本酒スパークリング割り
・にごりキュウイのオススメ ハイボール割り
・にごりみかんのオススメ ハイボール割り

・にごりばななのオススメ ミルク割り
・にごりパインのオススメ ソーダ割り

・にごりジャバラのオススメ ソーダ割り

※ジャバラとはミカン属の柑橘類の1種です



スタンダード

FOOD  2200

・前菜   1品
・名物タコの串揚げ
・温菜   1品
・サラダ  1品
・本⽇のお⾁料理
・本⽇のパスタ  1品
・アイスクリーム

プレミアム

FOOD  3300

・前菜   ２品
・名物タコの串揚げ
・温菜   1品
・サラダ  1品
・⽜ステーキ
・本⽇のパスタ  1品
・⼤⼈気パンケーキ

90分  1650

飲み放題

・⾹るエールBeer
・強炭酸ハイボール各種
・ワイン⾚・⽩
・⽇本酒
・梅酒
・焼酎（⻨・芋）
・カクテル各種
・ソフトドリンク各種
などなど

Instagram
 

Twitter
 

やってます
 

@kabuto.nagoya

10名様から貸切できます‼ご予算お1⼈様  2200〜

⽉〜⽊ 11:30〜15:00 18:00〜22:00ぐらい
 

⾦   11:30〜15:00 18:00〜23:00ぐらい
 

⼟・⽇・祝  11:30〜23:00ぐらい 
 

⽕曜⽇定休

〒460-0011
愛知県名古屋市中区⼤須3丁⽬42-23

Tell : 052-264-3662 
e-mail : nagoya.kabuto@gmail.com

Instagram : ＠kabuto.nagoya

Party Infomation

出来ました！！
はじめての挑戦！

カブトのオリジナルクラフトビール
カブトの料理に合うビールになっています

爽やかなかぼすの⾵味を感じグビグビ系ビール
是⾮⼀度お試しください


