


Salado
Pambazo

Water bread, spicy guajillo sauce, chorizo potato, sour cream,  
cheese, lettuce

Quesadilla de quelites  
Soft Corn tortilla, cheese, local edible herbs, zuccini slaw,  

tatemada salsa

Ceviche de huachinango 
Thin slices of  red snapper cured in spicy citrus juice, cucumber, jicama, 

radish, coriander and jalapeno, corn chip

Vuelve a la vida 
Scallops, Octopus, Shrimps, cocktail sauce, salsa bruja, pico de gallo, 

banana chip

Guacamole and chips  
Spicy avocado mash,onion, coriander, mix roots chips

Esquites(V) 
Corn kernel, chipotle mayo, fresh cheese, chilli flakes, lime

Coliflor cocktail vegetariano 
Cauliflower florets, beer batter, cocktail sauce, coriander oil

Tostada de Atun  
Corn toast, tuna stew, pico de gallo, chipotle mayo, avocado 

 Contain pork     Gluten free    Vegetarian option available    Spicy

#MexicanSundayBrunch



Huevos rancheros con chorizo    
Corn tortilla topped with charro beans, chorizo and arbol sauce, 

sour cream and mix cheese 

Barbacoa 
Short ribs, mexican rice, green salsas duo, zuccini slaw,  

soft corn tortillas

Enchiladas Mineras  
Mushroom enchiladas, green sauce, sour cream, mix cheese and 

pickle jalapenos 

Pescado a la Veracruzana
Cod fish, tomato sauce, bell peppers, green olives, white corn rice, 

fried plantain

Burrito de Aporreados
Scrumble eggs-short rib, refried black beans, cheese, flour tortilla, 

chipotle sauce, sour cream, lettuce

Tampiquena con Chilaquiles  
Beef  tampiquena steak, corn chips, green salsa, charro beans, 

cheese, sour cream

Chicken Adobo
Smoky red sauce, chicken thighs, rostead potato, mexican rice. 

pickle onions

Pork Pibil
Slow cook pork shoulder marinated in spiced citrus sauce,  

charro beans, spicy coleslaw, soft corn tortillas

Camarones a la Diabla  
Grill prawns, chipotle sauce , white corn rice, cucumber  

and avocado salad.

 Contain pork     Gluten free    Vegetarian option available    Spicy

#MexicanSundayBrunch



Pastel tres leches
Three milks cake, whipped cream, strawberries

Churro con chocolate
Fried Dough, cinnamon sugar, chocolate sauce

Mousse de cajeta 
Milk cream caramel mousse

Gelatina de cafe y crema 
Expresso coffee jelly, swett cream, tosted coffe powder

Arroz con leche y compota de fruta 
Rice pudding, seasonal fruit compote

Flan de queso y rompope 
Cream cheese caramel, eggnog tequila sauce

Ice cream paleta
Ice cream, vanilla sponge, chocolate crumbs 

Dulce

 Contain pork     Gluten free    Vegetarian option available    Spicy
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Pambazo
波多黎各水面包，瓜希柳辣酱，西班牙香肠土豆，

酸奶油，奶酪，生菜

Quesadilla de quelites
软玉米薄饼，奶酪，野菜，西葫芦沙拉，

焦烧莎莎酱

Ceviche de huachinango
辣柑橘汁腌红鲷鱼片，黄瓜，豆薯，萝卜，

香菜和墨西哥胡椒，玉米片

Vuelve a la vida
扇贝，章鱼，虾，鸡尾酒酱，女巫莎莎酱，新鲜番

茄莎莎酱，香蕉片

Guacamole and chips
香辣牛油果泥，洋葱，香菜，综合甜薯芋片

Esquites
玉米粒，墨西哥辣椒蛋黄酱，鲜奶酪，

辣椒片，酸橙

Coliflor cocktail vegetariano
花椰菜小朵，啤酒面糊，鸡尾酒酱，香菜油

Tostada de Atun
玉米吐司，炖金枪鱼，新鲜番茄莎莎酱，

墨西哥辣椒蛋黄酱，牛油果 

Salado

 Contain pork     Gluten free    Vegetarian option available    Spicy

#MexicanSundayBrunch



Huevos rancheros con chorizo
玉米饼配牛仔豆，西班牙香肠和阿波酱，

酸奶油和综合奶酪 

Barbacoa
小排骨，墨西哥米饭，双味绿莎莎酱，西葫芦沙拉，

软玉米薄饼

Enchiladas Mineras
墨西哥蘑菇卷饼，绿酱，酸奶油，

综合奶酪和腌墨西哥胡椒 

Pescado a la Veracruzana
鳕鱼，番茄酱，甜青椒，青橄榄，白玉米饭，炒大蕉

Burrito de Aporreados
炒鸡蛋 – 小排骨，黑豆糊，奶酪，玉米粉烙饼， 

墨西哥红辣椒酱，酸奶油，生菜

Tampiquena con Chilaquiles
墨西哥奶酪牛排，玉米片，绿莎莎酱，牛仔豆，

奶酪，酸奶油

Chicken Adobo
烟熏红酱，鸡大腿，烤土豆，墨西哥米饭，腌洋葱

Pork Pibil
五香柑橘浇汁慢炖猪肩肉，牛仔豆，辣拌卷心菜，

软玉米饼

Camarones a la Diabla 
烤大虾，墨西哥红辣椒酱，白玉米饭， 

黄瓜和牛油果沙拉

 Contain pork     Gluten free    Vegetarian option available    Spicy
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Pastel tres leches
特雷斯蛋糕，鲜奶油，草莓

Churro con chocolate
油炸面团，肉桂糖，巧克力酱

Mousse de cajeta
鲜奶霜焦糖慕斯

Gelatina de cafe y crema 
浓咖啡咖啡冻，甜奶油，香烤咖啡粉

Arroz con leche y compota de fruta
大米布丁，时令糖渍水果

Flan de queso y rompope
奶油芝士焦糖，蛋酒龙舌兰酱

Ice cream paleta
冰淇淋，香草海绵蛋糕，巧克力碎 

Dulce

 Contain pork     Gluten free    Vegetarian option available    Spicy

#MexicanSundayBrunch



パンバゾ
白パン、スパイシーなソース、チョリソ―ポテト、サワークリ

ーム、チーズ、レタス入り

ハーブのケサディーヤ
チーズや地元のハーブのトルティーヤ包み焼き、ズッキーニの

サラダ、サルサ添え

フィッシュセビーチェ
スナッパーのメキシコ風マリネ、キュウリ、ラディッシュ、 

コリアンダー、ハラペニョ、コーンチップス

シーフードカクテル
ホタテ、タコ、エビ入り、カクテルソース、サルサ、 

バナナチップ添え

ワカモーレとチップス
ピリッとしたアボカドソース、オニオン、コリアンダー、 

根菜チップ

エスクイテス
コーン、チポトレマヨ、チーズ、チリフレーク、ライム

カリフラワーの衣揚げ
カリフラワー、ビール入り衣、カクテルソース、 

コリアンダーオイル

トスタダ　デ　アトゥン
コーントースト、ツナのシチュー、ピコデガヨ、 

チポトレマヨ、アボカド

Salado

#MexicanSundayBrunch

  豚肉を含む料理     辛さがある料理     グルテンフリーの料理    ベジタリアンメニューに変更可



チョリソー入りウエボスランチェロスコーン

トルティーヤの上に乗せたビーンズ、チョリソー、スパイシーソー

ス、サワークリーム、ミックスチーズ

バルバコア
メキシコ風バーベキュー、ショートリブ、メキシカンライス、 

グリーンサルサ、ズッキーニサラダ、

ソフトコーントルティーヤ

マッシュルームのエンチラーダ
マッシュルームのトルティーヤ包みオーブン焼き、サワークリーム、

ミックスチーズ、ハラペニョのピクルス入り

魚のベラクルス風
タラ、トマトソース、ピーマン、オリーブ、コーンライス、 

バナナのフライ添え

ブリトー　アポレアドス
スクランブルエッグとショートリブのトルティーヤラップ、 

チーズ、チポトレソース、サワークリーム、レタス入り

タンピケーニャのチラキレス添え
タンピケーニャステーキ、コーンチップス、グリーンサルサ、 

チャロビーンズ、チーズ、サワークリーム

チキンアドボ
チキンのつけ焼き、ローストポテト、メキシカンライス、 

オニオンピクルス添え

ポークピビル
ポークマリネの柔らか石蒸し、チャロビーンズ、 

スパイシーなコールスロー、ソフトトルティーヤ

エビのスパイシーグリル
エビのスパイシーグリル、コーンライス、キュウリとアボカドサ

#MexicanSundayBrunch

  豚肉を含む料理     辛さがある料理     グルテンフリーの料理    ベジタリアンメニューに変更可



パステル　トレスレチェス
3種のミルクケーキ、クリーム、ストロベリー添え

チュロス
クリスピーな揚げ菓子、シナモンシュガー、チョコレートソース

キャラメルムース
ミルククリームのキャラメルムース

コーヒーゼリー
エスプレッソコーヒーのゼリー、クリームとコーヒーパウダー

ライスプディング
メキシコ風ライスプディング、季節のフルーツのコンポート添え

キャラメルフラン
クリームチーズキャラメル、エッグノッグのテキーラソース

パレタアイス
アイスクリーム、スポンジケーキ、チョコレートクラム

Dulce

  豚肉を含む料理     辛さがある料理     グルテンフリーの料理    ベジタリアンメニューに変更可

#MexicanSundayBrunch


