Antipasti 前菜

2色オリーブのマリネ

680

Marinated olives

根菜のオーブン焼き ハチミツ風味 ビーポーレン添え

780

Roasted root vegetables with bee pollen

チキンのテリーヌ ドライクランベリーのピクルス

1,080

Chicken terrine with dried cranberries

ルーコラと青木農園の根菜、季節フルーツのサラダ

1,480

Arugula, Aoki farm roof vegetabules and seasonal fruit salad

ラディッキオのサラダ アンチョビドレッシング

1,480

Radicchio salad with anchovie dressing

本日のお魚のカルパッチョ ピスタチオソース

1,480

Crudo of today's fresh fish with pistachio

"トリッパ ナポレターナ″白ワイン風味のトマト煮

1,580

Trippa napoletana, with tomato, white wine

チーズの盛り合わせ

1,600

Assorted cheese

イタリア産生ハムとサラミ、ンドゥイヤの盛り合わせ

1,780

Prosciutto, salami and Nduja

Pizze ピッツァ

マリナーラ ： トマトソース、オレガノ、ガーリック

1,480

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

1,680

Romana - tomato, oregano, garlic, anchovie, black olives, chili

ジャッロ ： 黄色いトマトソース、オレガノ、ガーリック、アンチョビ、ブラックオリーブ、チリ

1,780

Giallo - yellow tomato, oregano, garlic, anchovie, black olives, chili

アラビアータ ： トマトソース、パンチェッタ、オニオン、グラナパダーノ、ガーリック、チリ

1,880

Arrabbiata – tomato, pancetta , onion, grana padano, garlic, chili

トレビーゾ：トレビス、モッツァレラ、ニンニク、オレガノ、プロシュートコット、グラナパダーノ

1,980

Treviso - trevis, mozzarella, garlic, oregano, prosciutto cotto, grana padano

ポモドリーニ ： リコッタチーズ、ピエンノロトマト、黄色いトマト、グラナパダーノ、バジル

1,980

Pomodorini - ricotta, piennolo tomato, yellow tomato, grana padano, basil

フンギ ： ローストマッシュルーム、九条葱、グラナパダーノチーズ、ガーリック、オレガノ

1,980

Funghi - mushrooms, kujo negi, grana padano, garlic, oregano

ビアンカ ： モッツァレラ、グラナパダーノチーズ、グリーンオリーブ、バジル、チリ、ガーリック

2,180

Bianca - mozzarella, grana padano, green olives, basil, chilies, garlic

マルゲリータ ： トマトソース、モッツァレラ、バジル

2,180

Margherita - tomato, mozzarella, basil

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

2,780

Margherita DOC - bufala, piennolo tomato, basil

サルシッチャ ： ﾌｪﾝﾈﾙｿｰｾｰｼﾞ、九条葱、ｵﾆｵﾝ、ﾓｯﾂｧﾚﾗ、ｸﾞﾗﾅﾊﾟﾀﾞｰﾉ、ｶﾞｰﾘｯｸ、ﾁﾘ

2,880

Salsiccia - fennel sausage, kujo negi, onion, mozzarella, grana padano, garlic, chili

生ハムプロシュート
Prosciutto
400

下記からトッピングもお選びいただけます Additional toppings
ルーコラ
オニオン
パンチェッタ
Arugula
Onion
Pancetta
300
200
300

玉子
Egg
150

Primi パスタ

アンチョビ
Anchovie
200

ハーフ

マッケロナーラ トマトラグー リコッタサラータ

レギュラー

Half
790

Regular
1,380

840

1,480

840

1,480

840

1,480

Maccaronara with tomato ragu and ricotta salata

イカ墨のトンナレッリ タラとケイパーベリー、ピエンノロトマトのソース
Squid ink with tonnarelli, cod and caperberries with piennolo tomato sauce

ペンネッティ 自家製サルシッチャとブロッコリーのソース
Pennetti with house-made salsiccia and broccoli

スパッカテッレ キノコと胡桃のアンチョビソース レモン風味
Spaccatelle with mushrooms, walnut, anchovie and lemon

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

３Pieces

5Pieces

1,180

1,950

Pork meatballs with tomato and grana padano

2,380

本日のお魚のロースト サルモリーリョソース
Roasted fish of today's with salmoriglio sauce

3,580

和牛サーロインのタリアータ 季節野菜のロースト添え
Wagyu beef "Tagliata" with seasonal roasted vegetables

表示価格はすべて税込価格です

All prices are tax included.

