MENU メニュー
Jumbo Lump Crab Dip / 13.00 / 610 cal

塊カニ身ディップ
bell pepper, sharp cheddar, monterey jack, parmesan and cream cheese, grilled baguette
ピーマン、シャープチェダー、モントレージャック、パルメザンとクリームチーズ、焼きバゲット

| Nordstrom Double Beef Burger * / 13.00 / 1420 cal

ノードストロームダブルビーフバーガー
double beef patties, american cheese, roasted garlic aïoli, housemade b&b pickle,
salt & pepper crush french fries and kalamata olive aïoli
ダブルのビーフパティ、アメリカンチーズ、ローストガーリックのアイオリソース、自家製b&bピクルス、
サイドに海塩と潰し胡椒のフライドポテトとカラマタオリーブのアイオリソースが付きます。

with Beyond Burger patty / 16.25 / 1270 cal
ビヨンドバーガー(植物肉）のパテ

Polenta Fries / 8.00 / 880 cal
ポレンタのフライ

rosemary, sage, parmesan, tomato aïoli
ローズマリー、セージ、パルメザンチーズ、トマトのアイオリソース

| Cilantro Lime Chicken Tacos / 14.00 / 610 cal

シラントロ香菜ライムチキンタコス
lettuce, yellow pepper, tomato, cilantro lime vinaigrette, queso fresco
レタス、黄パプリカ、トマト、パクチー香菜とライムのビネガードレッシング、ケソフレスコチーズ

| Heirloom Tomatoes & Burrata / 10.00 / 470 cal

エアルームトマトとブッラータチーズ
grilled sourdough croutons, extra virgin olive oil, balsamic vinegar, basil pesto
サワードウブレッドクルトン、エキストラバージンオリーブオイル、バルサミコビネガー、バジルペスト

Chicken Meatballs / 10.00 / 710 cal

チキンミートボール
rustic marinara sauce, parmesan cheese, grilled artisan bread
田舎風マリナーラソース、パルメザンチーズ、焼きバゲッドブレッド

Wild Pacific Shrimp Cocktail † / 12.50 / 160 cal
天然太平洋えびのカクテル
cocktail sauce, lemon
カクテルソース、レモン

ノードストローム特製レシピ

１日2000kcal食事の摂取量を基本としていますが、カロリー数値が異なる場合もございます。
ご希望により、食品の栄養成分表示も備えております。
* 調理法やお好みにより全加熱されていない品。 生や全加熱されていない肉類、鶏肉類、鶏卵、魚介類などは食中毒になる可能性が
高くなります。
† グルテンフリー品
食物アレルギーがあるお客様がグループ内におられましたら、ご注文の前に係の者にお知らせ願います。
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COCKTAILS
Banzai / 14.00 / 330 cal
olmeca altos plata tequila, plantation pineapple rum, lime, coconut, mint
Billionaire / 15.00 / 230 cal
maker's mark bourbon, grenadine, lemon, absinthe
Aperol Spritz / 14.00 / 220 cal
aperol, prosecco, soda
Basil Cucumber Cooler / 14.00 / 200 cal
aviation gin, cucumber, basil, lime, soda
High Fashion / 17.00 / 250 cal
An upgraded classic to complement your updated wardrobe
woodford reserve bourbon, macallan 12 yr, mission ﬁg syrup, aromatic bitters
Lanai Cooler / 14.00 / 280 cal
chopin vodka, passion fruit, pineapple, lemon, vanilla, bitters
Smoke And Heat / 14.00 / 210 cal
sombra mezcal, jalapeño, grand marnier, lime, orange, smoked sea salt
Vesper / 19.00 / 250 cal
007's favorite drink with our favorite spirits
the botanist gin, grey goose vodka, lillet blanc
Bohemian Sidecar / 15.00 / 230 cal
courvoisier cognac, grand marnier, ﬁg jam, lemon, cinnamon
Amelia / 14.00 / 240 cal
chopin vodka, st-germain, lemon, blackberry

NON-ALCOHOLIC
Muddled Blackberry Lemonade 7.00 / 10 cal
lemonade, blackberry, mint
cocktail style 14.00 / 240 cal
Basil Cucumber Crush 7.00 / 70 cal
cucumber, basil, lime, soda
cocktail style 14.00 / 200 cal
Fever Tree Ginger Beer 4.00 / 80 cal
Island Time 7.00 / 110 cal
pineapple, lime, ginger beer
cocktail style 14.00 / 240 cal

Nordstrom Cold Brew 4.05 / 10 cal

2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary
Additional nutrition information available upon request
Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food
allergy
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