
2018.06.30 

ディナーアラカルトメニュー  Menu ā la Carte for Dinner 
『』のお野菜は A16 の契約農家である神奈川県三浦市にある青木農園を中心とした三浦野菜です 

“ ”is Miura vegetables with a focus on Aoki farm located in the Kanagawa Prefecture Miura City, the A16 contract farmers. 

前菜 Antipasto 
 

オリーブのマリネ                                             430 
Marinated olives 

ヘーゼルナッツのフリット カラブリアンチリ風味                                      480 
Hazelnut fritto with calabrian chile pepper  

大山鶏のテリーヌ 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 

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 and “radish” salad with tapenade sauce 

カラフルチェリートマトと『キュウリ』のサラダ ミント風味                                                     980 
Cherry tomato and “cucumber” salad mint flavor 

真タコとじゃがいも、オリーブのマリネ                                                 980 
Marinated common octopus, potatoes and olives salad 

パルマ産生ハムとプラム                                                     1180 
Prosciutto di parma and plum 

チーズの盛り合わせ                                                       1200 
Assortment of cheese 

三浦半島より、本日の鮮魚のカルパッチョ                          1280 
Carpaccio of today’s fresh fish from miura peninsula 

フリゼッリ ブッファラカプレーゼ                                 1400 
Friselli (Puglia's hard bread) served with buffara mozzarella caprese 

フリット Fritto 
 

フライドポテトとチェーチのパプリカビネガー和え                                     580 
Deep fried potatoes and chick beans with red pepper vinegrette 

パンチェッタと自家製ハーブリコッタを詰めた、『花ズッキーニ』のフリット                980 
Homemade herb ricotta and pancetta stuffed zucchini flowers 
 

本日の海の幸と『三浦野菜』のフリット盛り合わせ                Small  | Medium 

Assortment of deep fried today’s fresh fish and “Miura vegetables”                        980      1480 
 

ピッツァ Pizza 
 

マリナーラ（トマトソース、オレガノ、ガーリック）                        1100 
Marinara – Tomato sauce, oregano, garlic 
 

モンタナーラ（揚げピザ：スモークトマトソース、バジル、モッツァレラ）                1600 

Montanara– Deep fried pizza: Smoked tomato sauce, basil, mozzarella  
 

マルゲリータ（トマトソース、モッツァレラ、バジル）                  1900 
Margherita – Tomato sauce, mozzarella, basil 
 

ブッファラ マルゲリータ（トマトソース、水牛モッツァレラ、バジル）                   2100 
Margherita buffara – Tomato sauce, buffara mozzarella, basil 

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、『キャベツ』、『スナップエンドウ』）                                    1900 

Rachetta – Tomato sauce ,mozzarella, homemade ricotta, basil, “cabbage”, “snap garden peas” 
 

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）                                              1400 
Panna – White sauce, basil, red onion, prosciutto cotto, grana padano 
 

フンギ（ホワイトソース、しめじ、エリンギ、トリュフペコリーノチーズ）                      1800 

Funghi –White sauce, mushrooms, trifle pecorino chesse 

 

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）                2000 
Guanciale – Mozzarella, grana padano, guanciale, basil, garlic, chile 
 

サルシッチャ（フェンネルソーセージ、モッツァレラ、赤玉ねぎ、アスパラ、グラナパダーノ、ガーリック、チリ）                           2300              

Salsiccia – Fennel sausage, mozzarella, red onion, asparagus, grana padano, garlic, chile,  
 

 
 
 

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

イカ墨のカバテッリ カジキとチェリートマト、グリーンオリーブのトマトソース                     640          1180 
Squid ink cavatelli with swordfish, cherry tomato, green olive, tomato sauce               

トロッコリ 豚肉とマッシュルームのラグーソース                                                   640            1180 
Troccoli with pork and mushroom ragu sauce 

オレキエッテ ツナコンセルバ トマトソース                                       740            1380 
Orecchiette tuna conserva tomato sauce 

スパゲッティ パンチェッタと『ズッキーニ』のペペロンチーノ レモン風味              740            1380 
Spaghetti with grana, pancetta and “zucchini” garlic sauce lemon flavor   

 

 

 
 

メイン料理 Secondo                      3P       |      5P 
 

ポークのミートボール トマトソース煮込み                            900           1500 
Pork meatballs with tomato sauce and grana padano 
 

真鯛と三浦野菜のロースト                                                                                1680 
Roasted cherry anthias and “miura vegetable” 
 

神奈川県産“はまかぜポーク”のロースト                                                                               1780 
Roasted HAMAKAZE pork from Kanagawa pref.  

ラムチョップのロースト 赤ワインソース                                                                               2800 
Roast lamb chops, red wine sauce. 

税別/Tax not Included 


