
2色オリーヴのマリネ　 450
 Marinated olives 

白インゲン豆とパンチェッタのスープ　ペコリーノチーズ 700
 White kidney bean soup, pancetta, pecorino

チキンのテリーヌ　甘酸っぱいドライクランベリーのソース 950
 Chicken terrine with dried cranberries

ミックスリーフのサラダ ペコリーノチーズ 1,050
 Mix leaf with pecorino

本日のお魚とピスタチオペーストのカルパッチョ 1,150
 Crudo of today's fresh fish with pistachio 

じゃが芋のローストと鮪のコンセルバ 1,150
 Roasted potato with tuna conserva

グリーンアスパラガスのロースト　レモン風味 1,200
 Roasted green asparagus

ルーコラとオレンジ、ヘーゼルナッツのサラダ　リコッタサラータ 1,350
 Arugula with orange, hazelnut, ricotta salata 

たことじゃが芋のピリ辛トマト煮込み 1,350
 Spicy tomato stew with Octopus and Potato

パルマ産生ハムとサラミ、苺の盛り合わせ 1,400
 Prosciutto di Parma and salami with strawberry

"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 tomato, white wine 

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 with grilled Bread

Pizze　ピッツァ

【三菱一号館美術館タイアップメニュー】

ヴェルデ ： ほうれん草、プロシュートコット、松の実、グラナパダーノ、ガーリック、チリ 1,600
 Verde - spinach, prosciutto cotto, pine nuts, grana padano, garlic, chilies

マリナーラ ： トマトソース､オレガノ､ガーリック 1,250
 Marinara - tomato, 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, oregano, garlic, anchovies, black olives, chilies

ビエトラ ： トマトソース、グラナパダーノ、スイスチャード、ガーリック、チリ、アンチョビ 1,500
 Bietola - tomato, grana padano, swiss chard, garlic, chilies, anchovies

パターテ： パンチェッタ､じゃが芋､モッツァレラ､グラナパダーノ、オレガノ、ルーコラ 1,600
 Patate - pancetta, potato, mozzarella, grana padano, arugula

トンノビアンコ ： ツナ、モッツァレラ、ブラックオリーブ、オニオン、ガーリック、チリ、ルーコラ 1,800
 Tonnnobianco - tuna, mozzarella, black olives, onion, garlic, chilies, arugula

フンギ ： ローストマッシュルーム､ほうれん草、グラナパダーノ､ガーリック､オレガノ 1,800
 Funghi - mushrooms, spinach, grana padano, garlic, oregano

マルゲリータ ： トマトソース、モッツァレラチーズ、バジル　 1,900
 Margherita - mozzarella, basil, tomato 

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, grana padano, green olives, basil, chilies, garlic

マルゲリータＤＯＣ ：水牛のモッツァレラ、ピエンノロトマト、バジル 2,400
 Margherita　ＤＯＣ -bufala, piennolo tomato, basil

サルシッチャ ： ﾌｪﾝﾈﾙｿｰｾｰｼﾞ、パプリカ、オニオン、ﾓｯﾂｧﾚﾗチーズ､ｸﾞﾗﾅﾊﾟﾀﾞｰﾉ､ガーリック､チリ 2,500
 Salsiccia - fennel sausage , paprika, onion, mozzarella, grana padano, garlic, chiles

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

Primi　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    700 | 1,150

 Maccaronara Tomato ragu and ricotta salata 

イカ墨のトンナレッリ　ホタルイカと春キャベツのアンチョビガーリックソース    800 | 1,350
 Squid ink tonnarelli with flied calamari, spring cabbage, anchovies, garlic 

ペンネッティ  ボルロッティとルーコラの辛口トマトソース    750 | 1,250
 Pennetti with tomato, pinto bean, arugula

リガトーニ　牛肉のラグー　グラナパダーノ    850 | 1,550
 Rigatoni with Beef ragu, grana padano 

Secondi　メイン料理

ポークのミートボール　トマトソース煮込み グラナパダーノ
 Pork meatballs with tomato, grana padano

本日のお魚のズッパ ディ ペッシェ 2,500
 Today's fish zuppa di pesce

名古屋コーチン　骨付きもも肉のロースト 2,800
 Roasted NAGOYA Cochin

         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。    Tax Not Included.

Antipasti　前菜

 3 Pieces | 5 Pieces

 1,050｜1,750


