
Dinner

￥（税抜）
オリーブのマリネ 430
 Marinated olives

ロメインレタスとラディッシュのサラダ　タプナードソース 780
 Romaine lettuce radish salad tapenade oil red wine vineger

神奈川県産三浦市青木農園の『伏見甘長とうがらし』の窯焼き 780
Roasted of "Fushimi Amanaga Togarashi" from Aoki Farm, Kanagawa

ラディッキオとガーリッククルトンのサラダ　アンチョビドレッシング 880
 Radicchio and garlic crouton salad with anchovies lemon dressing

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 pickled cranberry and honey

タコとジャガイモ、オリーブのマリネ 980
　Marinated octopus, potatoes and olives salad

パルマ産生ハムとプラム 1,180
 Prosciutto di Parma and plum

真イワシと季節野菜のロースト　レーズンピクルス添え 1,180
　Roasted sardine and seasonal vegetables with pickled raisins

三浦半島直送　本日の鮮魚のカルパッチョ 1,280
　Seasonal fish crudo from Miura

Fritto  フリット
フライドポテトとチェーチのパプリカビネガー和え 580
 Fried potatoes and ceci beans with red pepper vinaigrette

神奈川県産 三浦市青木農園の『UFOズッキーニ』のフリット　グラナパダーノチーズがけ 680
 Frit of Zucchini from Aoki Farm, Kanagawa and Granapadano Cheese

鶏白レバーのフリット　香草風味 780
 Fried chicken liver with herbs

本日の海の幸と野菜のフリットの盛り合わせ S| M
 Fried assortment of seasonal fish and vegetables 980 |1,480

Pizza　ピッツァ
1,100

 Marinara - tomato, oregano, garlic
1,600

 Montanara - smoked tomato sauce, basil, mozzarella

1,900
 Margherita - tomato, mozzarella, basil

1,900
 Rachetta - tomato,mozzarella, homemade ricotta, basil, paprika, green olive

1,400
 Panna - white sauce, basil, onions, prosciutto cotto, grana padano

1,600
 Pomodorini - cherry tomato, mozzarella, basil, garlic

1,800
 Funghi -  mushrooms, komatsuna, harbed ricotta, garlic, pecorino chesse

2,000
 Guanciale - mozzarella, grana padano, guanciale basil, garlic, chiles

2,300
 Salsiccia - fennel sausage, cherry tomato, mozzarella，onions, grana padano, garlic, chiles

玉子 ルーコラ
Egg Arugula

150 300

ハーフ｜レギュラー
Primo　パスタ Half | Regular

640 | 1,180
 Squid ink cavatelli with swordfish, cherry tomato, green olive, tomato sauce

640 | 1,180
 Troccoli with pork and mushroom ragu

トロッコリ　揚げ茄子と自家製ハーブリコッタのノルマ風 640 | 1,180
 Troccoli fried eggplant with homemade harbed ricotta alla Norma

640 | 1,180
 Rigatoni with chicken liver and mushroom rosemary

690 | 1,280
Spaghetti with cherry tomato from Miura, Pancetta, garlic sauce lemon flavor

             Secondo　メイン
ポークのミートボール　トマトソース煮込み 
 Pork meatballs  with tomato sauce, grana padano

トラウトサーモンの窯焼き
 Roasted  Trout salmon

神奈川県産　『はまかぜポーク』の窯焼き
 Roasted  "HAMAKAZE" pork

葉山牛のタリアータ　サルサヴェルデソース
Tagliata of Hayama cattle with salsa verde sauce

         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.

2016.08.25

ディナーメニュー

YOKOHAMA

380

パンチェッタ トマトソース
Pancetta Tomato sauce

2,500

1,780

1,780

ポモドリーニ：　チェリートマト、モッツァレラ、バジル、ガーリック

Antipasto  前菜

マリナーラ： トマトソース､オレガノ､ガーリック

モンタナーラ：揚げピッツァ スモークトマトソース、バジル、モッツァレラ

マルゲリータ： トマトソース、モッツァレラ、バジル

ラケット： トマトソース、モッツァレラ、自家製リコッタ、バジル、パプリカ、グリーンオリーブ

パンナ： ホワイトソース,バジル,赤玉ねぎ,プロシュートコット,グラナパダーノ

フンギ： きのこ、小松菜、ハーブリコッタ、ペコリーノチーズ、ガーリック

グアンチャーレ： モッツァレラ、グラナパダーノ、グアンチャーレ、バジル、ガーリック、チリ

サルシッチャ： フェンネルソーセージ、チェリートマト、モッツァレラ、赤玉ねぎ、グラナパダーノ、ガーリック、チリ

下記からトッピングもお選びいただけます   Additional toppings
アンチョビ
Anchovies

200300 200

生ハムプロシュート
Ｐrosciutto

3P　|　5P
900｜1,500

イカ墨のカバテッリ　カジキマグロと三浦産チェリートマト、グリーンオリーブのトマトソース

トロッコリ　豚肉とマッシュルームのラグーソース

リガトーニ　鶏白レバーとマッシュルームのローズマリー風味

スパゲッティ　三浦産チェリートマトとパンチェッタのペペロンチーノ　レモン風味


