
I.B DINER
d i n n e r  m e n u  



salad

choppED salad
CAESAR SALAD |  ¥980
シーザーサラダ

シーザードレッシング/ロメインレタス/リーフレタス/グリルチキン/トマト
クルトン/グラナパダーノチーズ/ オリーブオイル/ブラックペッパー

COBB SALAD  |  ¥1150
コブサラダ
コブドレッシング/ロメインレタス/リーフレタス/グリルチキン/トマト
アボカド/ブロッコリー/�⽟ねぎ/ゆで卵/オリーブオイル/ブラックペッパー

KALE VINEGAR |  ¥1090
ケールビネガー

オニオンビネガードレッシング/ロメインレタス/リーフレタス/ケール
セロリ/リンゴ/チキンハム/レーズン/トレビス/グラナパダーノチーズ
オリーブオイル/ブラックペッパー

ROASTTED ROMAIN LETTUCE CAESAR SALAD |  ¥780
ローストロメインレタスのシーザーサラダ

シーザードレッシング

（ロメインレタス/トマト/ベーコン/クルトン/チーズetc…）
オープン当�の⼤�気メニューが復� 

ローストすることで⽢みを�き�したロメインレタスに⾃��シーザードレッシン

グとたっぷりのチーズをかけて

ニューヨークスタイルのサラダ。

�かく❝チョップ❞されたサラダは、

スプーンでお召し上がりください。

quick snack
FRIED PASTA |  ¥280
揚げパスタ

home made Focaccia  |  ¥300
⾃��フォカッチャ

MIXED NUTS |  ¥300
ミックスナッツ

Smoke salted ❝EDAMAME❞   |  ¥400
スモークソルト��

すぐに�るおつまみを��のお供に

SMOKED CREAM CHEESE & CARAMELIZED NUTS | ¥450 
スモーククリームチーズとキャラメリゼ・ナッツ

TOMATO PICKLES |  ¥350
トマトのピクルス



side order

MEXICAN QUESADILLA |  ¥880
メキシカンケサディア

Pulled Pork Nachos |  ¥680
プルドポーク ナチョス

SALMON ＆  AVOCADO SPICY POKI |  ¥980
サーモンとアボカドのスパイシーポキ

HOME MADE ONION RING |  ¥550
⾃��オニオンリング

サクサクの�と⽟ねぎの⽢みが�しめます

�材をトルティーヤで挟んで焼いたメキシカン料理 

とろけるチーズにピリッと爽やかなサルサを挟んで

Clam chowder|  ¥500
クラムチャウダー

じっくり煮�んであさりの旨味を��させたスープ �い��にぴったりの⼀�

IBURIGAKKO POTATO SALAD |  ¥500
いぶりがっこのポテトサラダ

いぶりがっこが�ったシンプルなポテトサラダ

じっくり時間をかけて作った柔らかなプルドポークを、サクサクのナチョスにたっぷりと

CAPRESE WITH FIG AND JAMON SERRANO|  ¥880
ドライイチジクと⽣ハムのカプレーゼ

ドライイチジクのコンポートの優しい⽢みと⽣ハムの�気がワインとの相性抜�な⼀⽫

anchovy fried potato  |  ¥500
アンチョビポテトフライ

アンチョビソースを�めたポテトフライ

��なサーモンとアボカドをピリッと爽やかに仕上げたポキ

Bacon ＆  broccoli saute |  ¥550
ベーコンとブロッコリーのナンプラークリーム ソテー

コクのあるナンプラークリームで�切りのベーコンとブロッコリーをソテー



ハバネロスパイシーチキン

�にハバネロを�わせたスパイシーなチキンに、ガー

リックと���を�かせたスパイスをかけて。

ajillo

I.BDINER fried chicken  |  ¥730
Ｉ .Ｂ  ��フライドチキン
�種�のスパイスをブレンドした

サクサクの�と、ジューシーな⾁�に

こだわった��のフライドチキン

Habanero spicy chicken  |  ¥790

FRIED 
CHICKEN

maple butter fried chicken  |  ¥880
メープルバターチキン

オリジナルのバターアイスにメープルシロップをたっぷりかけた

⽢い×しょっぱいのフライドチキン

SHRIMP & BROCCOLI AJILLO | ¥880
エビとブロッコリーのアヒージョ

プリプリのエビとブロッコリーの��的なアヒージョ。

gizzard & mushroom ajillo | ¥880
�肝とキノコのピリ�アヒージョ

�肝のコリコリした��とピリ�オイルでお酒が�みます。

home made Focaccia  |  ¥300
⾃��フォカッチャ

��量を�めに��し、しっとりとした��を�現した

⾃��のフォカッチャ。アヒージョのお供に是�。

ニンニクの⾹りを�き立たせたオイルで、�材をグツグツと煮�んだバルの��

料理。

�材の旨味が�け�したオイルに、⾃��のフォカッチャを�してお召し上がり

ください。

※どちらのアヒージョにもフォカッチャがついてきます。

power UP!



rice

Gapao rice | ¥880
ガパオライス

スパイスと�みがよく�いたガパオライスで

�ひく�さがクセになる�味しさ

MIXED GRILL | 300G ¥2900
ミックス グリル

イベリコ�のグリル150Ｇ :⽜ハラミのグリル150Ｇの２種盛り。

grill

BEEF GRILL 150G | ¥1380  
Beef grill 300g | ¥2580
⽜ハラミのグリル

柔らかな⾁�のハラミをシンプルに。

PORK GRILL 150G  | ¥1580  
PORK GRILL 300G  | ¥2980
イベリコ�のグリル

スペインの黒�。⽢みがあり柔らか。

meat Doria | ¥880
ミートドリア

シンプルなミートドリアお��とのシェアにも是�



BURGER

BIG SPICY CHICKEN BURGER |  ¥1150
ＢＩＧ�スパイシーチキン バーガー

CLASSIC BURGER|  ¥1030
クラシック バーガー

(パティ/トマト/オニオン/レタス)
シンプルな味わいを�しむクラシックなハンバーガー

DINER BURGER |  ¥1210
ＤＩＮＥＲ バーガー

(パティ/モントレージャックチーズ/ベーコン/
��レリッシュマスタードソース/トマト/オニオン/レタス)
モントレージャックチーズ、��レリッシュマスタードソースとベーコンを乗せたアメリカンなハンバーガー

THE BURGER  |  ¥950
ザ バーガー

(パティ/オニオン/��レリッシュマスタードソース)
��のトマト、レタスを省いた�めてシンプルなバーガー 

��レリッシュマスタードソースとケイジャンスパイスが⾹る

(スパイシーフライドチキン/トマト/オニオン/レタス)
バンズからはみ�るビッグサイズのスパイシーなチキンに、��オーロラソースをかけて

Cheddar cheese BURGER  |  ¥1130
チェダーチーズ バーガー

(パティ/チェダーチーズ/トマト/オニオン/レタス)
ハンバーガーと相性抜�の��なチェダーチーズを乗せて

MOZZARELLA BURGER |  ¥1180
モッツアレラ バーガー

（パティ/モッツァレラチーズ/トマト/オニオン/レタス)
�⼒のあるモッツァレラチーズと⾁々しいパティの���

avocado cheese BURGER |  ¥1280
アボカド チーズ バーガー

(パティ/チェダーチーズ/アボカド/トマト/オニオン/レタス)
アボカドとチェダーチーズの相性抜�な�み�わせ

IB BURGER |  ¥1210
ＩＢバーガー

(パティ/チーズ/ベーコン/トマト/オニオン/レタス
ハニーマスタードソース/サワークリームソース）
ハニーマスタードソースとサワークリームの相性抜�!当�のイチオシバーガー



100% BEEF BURGER!! 

PULLED PORK BURGER |  ¥1180
プルドポーク バーガー

（プルドポーク/トマト/オニオン/レタス)
�⾁がフォークで�き裂けるほど柔らかくなるまで、時間をかけてゆっくり

�� ⾃��のBBQソースで

double cheese BURGER  |  ¥1790
ダブルチーズ バーガー

(パティ２枚/チェダーチーズ/モッツァレラ/トマト/オニオン/レタス)
それぞれのパティにチェダーチーズとモッツァレラチーズを乗せた�沢バーガー

KIDS BURGER |  ¥590
キッズ バーガー

(パティ/オニオン/ケチャップ)
お��サイズのシンプルなハンバーガー。味付けはケチャップで

kids cheese BURGER |  ¥680
キッズ チーズ バーガー

(パティ/オニオン/チーズ/ケチャップ)
キッズバーガーにチェダーチーズを乗せて。お��に⼤�気の�み�わせ

HONEY CHEESE MELT BURGER |  ¥1380
ハニーチーズメルト バーガー

(パティ/チェダーチーズ/モッツァレラ/ゴルゴンゾーラ/はちみつ/トマト/オニオン/レタス)
��な3種チーズにハチミツをかけて

Caramelised apple BURGER  |  ¥1260
アップルキャラメリゼ バーガー

（パティ/リンゴのキャラメリゼ/クリームチーズ/トマト/オニオン/レタス)
キャラメリゼしたほろ苦いリンゴとなめらかなクリームチーズが��な相性



square PIZZA 
PEPPERONI PIZZA |  ¥690
ペパロニ ピザ

アメリカンピザの�� トマトソース×サラミの ”ペパロニ ”に、ハラペーニョを�えてピリ�に仕上げました

Cream & corn  PIZZA |  ¥650
クリームコーンピザ

ホワイトソースにコーンとマヨネーズ。お��も⼤�きな�み�わせ。

QUATTRO FORMAGE |  ¥780
クアトロ フォルマッジ

4種の��なチーズにハチミツをかけて召し上がれ。

seasonAL gelato |  ¥380
��のジェラート

dessert

Basque cheese CAKE |  ¥450
⾃��バスクチーズケーキ

⾃��のケーキは、滑らかで、��なチーズの味わいと⾹り。


