
2色オリーヴのマリネ 430
 Marinated olives 
スイートコーンの窯焼き　カラブリアンチリ風味 680
 Kiln Baked sweet corn with Calabrian chili
白いんげん豆の煮込み ガーリックとオレガノ風味 680
 Cannellini beans with garlic and oregano
カラフルインゲンの窯焼き　レモン風味 680

”ミネストラ　マリタータ”パンチェッタと夏野菜のスープ　グラナパダーノ添え 680
 Soup of pancetta and summer vegetables topped with  ｇrana Padano
”パンツァネッラ” 長野県産カラフルチェリートマトと胡瓜　ガーリッククルトンのサラダ 950
 Panzanella  Tomato,cucumber　and Garlic Crouton Salad
鴨肉のテリーヌ　甘酸っぱいドライクランベリーのソース 950
 Duck terrina with pickled  cranberry and honey
本日の鮮魚のピリ辛カルパッチョ 柑橘添え 1,150
 Crudo of Seasonal fish with Calabrian chilies, fried bread crumbs and citrus fruit
伏見甘長唐辛子のローストと鮪のコンセルバ　ピリ辛レモン風味 1,150
 Roasted "FUSHIMI AMANAGA" peppers with tuna conserva, chilies and lemon flavored
メロンのサラダ　フェンネルレモンドレッシング　リコッタサラータ添え 1,250
 Melon salad　and　ｆennel lemon dressing　with ricotta salata cheese
ルーコラといちじく、アーモンドのサラダ　ペコリーノチーズ添え 1,350
 Arugula salad with fig, almond and pecorino cheese 
タコとオリーブ じゃがいもの温菜サラダ レモン風味 1,350
 Roasted octopus,olives and potato salad with lemon flavored
パルマ産生ハムとサラミ、季節フルーツの盛り合わせ 1,400
 Prosciutto di Paruma and salami with seasonal fruits
ムール貝の蒸し煮　レモン風味 1,400
 Braised Mussel with lemon flavored
"トリッパ　ナポレターナ″白ワイン風味のトマト煮 1,450
 Trippa napoletana with onions, tomato, white wine and breadcrumbs
イタリア産チーズ　”ブラータ”　グリルブレッド添え 1,500
 Burrata cheese and grilled bread

Pizza　ピッツァ
マリナーラ ： トマトソース､オレガノ､ガーリック 1,250
 Marinara - tomato sauce, oregano, garlic
ロマーナ ： トマトソース、オレガノ、ガーリック、アンチョビ、ブラックオリーブ、チリ 1,450
 Romana - tomato sauce, oregano, garlic, anchovies, black olives, chilies
トレビーゾ：モッツァレラ、オレガノ、ガーリック、プロシュートコット、トレビス 1,580
 Treviso - mozzarella cheese, oregano, garlic, prosciutto cotto, treviso
ズッカ ： リコッタチーズ、オレガノ、ガーリック、カボチャ、パンチェッタ、ルーコラ 1,700
 Zucca - ricotta cheese, oregano, garlic, pumpkin, pancetta, arugula
フンギ ： ローストマッシュルーム､小松菜、グラナパダーノ､ガーリック､オレガノ 1,800
 Funghi - mushrooms, Japanese spinach, grana padano cheese, garlic, oregano
マルゲリータ ： トマト、モッツァレラ、バジル 1,900
 Margherita - mozzarella cheese, basil, tomato sauce
ビアンカ ： モッツァレラ、グラナパダーノ、グリーンオリーブ、バジル、チリ、ガーリック 2,000
 Bianca - mozzarella cheese, grana padano cheese, green olives, basil, chilies, garlic
サルシッチャ ： フェンネルソーセージ、パプリカ、オニオン、モッツァレラ､グラナパダーノ､ガーリック､チリ 2,580
 Salsiccia - fennel sausage, bell pepper, onion, mozzarella cheese, grana padano cheese, garlic, chilies

下記からトッピングもお選びいただけます   Additional toppings
生ハムプロシュート 玉子 ルーコラ パンチェッタ トマトソース

Ｐrosciutto Egg Arugula Pancetta Tomato sauce
380 150 300 300 200

ハーフ｜レギュラー
             Pasta　パスタ Half | Regular

マッケロナーラ　トマトラグー リコッタサラータ添え 680 | 1,150
 Maccaronara with tomato ragu sauce and ricotta salata cheese
スパッカテッレ　神奈川県青木農園の茄子ラグーソース グラナパダーノ添え 700 | 1,250
 Spaccatelle with Egg Plant (Aoki Farm, Kanagawa) Ragu Sauce with Grana Padano
リコッタチーズのニョッキ チェリートマトソース グラナパダーノ添え 700 | 1,250
 Gnocchi of Ricotta Cheese with Colourful Tomato Sauce and Grana Padano
ブカティーニ　サルシッチャとインゲンのアンチョビガーリックソース 800 | 1,450
 Bucatini with salsiccia, common bean, anchovies and garlic sauce

            　　　 Entree　メイン料理

チキンのミートボール　茄子のカポナータ添え
Chicken Meatballs with Egg Plant Caponata
トラウトサーモンの窯焼き サルモリーニョソース
Kiln Grilled Trout with Salmoriglio Sauce
熊本県産　天草梅肉ポーク　骨付き豚ロースの窯焼き　桃のモスタルダ添え
 Roasted "AMAKUSA" pork with peach mostarda

         メニューの価格は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。   All the prices on the menu do not include tax.

Starter　前菜

 Roasted　kidney bean, lemon flavored
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ディナーメニュー

TOKYO

2,380

3,280

3 Pieces　|　5 Pieces
 1,050　|　1,750


