
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  

『根菜』の窯焼き 青木農園のはちみつ風味 ビーポーレンがけ                                      680 
Roasted “root vegetables” with beepollen and honey 

『ロメインレタス』と『カラフルラディッシュ』のサラダ タプナードソース                                                 780 
“Romaine lettuce” and “radish” salad with tapenade sauce 

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 salada with anchovies lemon dressing 

鴨のテリーヌ 甘酸っぱいドライクランベリーのソース                                                                               950 
Duck terrine with pickled cranberry and honey 

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 

トリッパ ナポリターナ トマト風味白ワイン煮                                       1000 
Trippa napoletana with onions, tomato, white wine and breadcrumbs 

パルマ産生ハムと紅玉りんご                                                             1180 
Prosciutto di parma and apple   

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 

チーズの盛り合わせ                                                       1500 
Assortment of cheese 
 

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 

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 
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 

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  

フンギ（きのこ、ハーブリコッタ、『小松菜』）                                 1800 

Funghi –Home made ricotta with herb flavor, mushrooms, “Japanese mustard spinach” 

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 

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、『ほうれん草』、『ブロッコリー』）                                      1900 

Rachetta – Tomato sauce, mozzarella, homemade ricotta, basil, “spinach”, “broccoli” 

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 

ピエンノロマルゲリータＤＯＣ（水牛モッツァレラ、ピエンノロトマト、バジル）                                  2200 
Piennolo margherita – piennolo tomato, basil, bufala 

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、九条ネギ、グラナパダーノ、ガーリック、チリ）                        2300              
Salsiccia – Fennel sausage, mozzarella, red onion, Kujo negi, grana padano, garlic, chile,  

タルトゥーフォ ビスマルク（ホワイトソース、たまご、トリュフオイル、黒トリュフ）                               2400              
Tartufo – White sauce, egg, truffle, truffle oil,  
 

 
 
 

 

 

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

イカ墨のカバテッリ タラとチェリートマト、グリーンオリーブのトマトソース                          640          1180 
Squid ink cavatelli with cod, 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 『小松菜』ペーストとサルッシッチャ                                                     640            1180 
Orecchiette with 『komatsuna』 paste and salsiccia 

スパゲッティ 鳥取県産ズワイ蟹と『ほうれん草』のペペロンチーノ レモン風味                   790            1480 
Spaghetti with snow crub, “spinach”, garlic sauce lemon flavor   

ラザニア  牛肉のラグーと自家製リコッタチーズのナポリ風                                 890           1680 
Lasagna with beef ragu and homemade ricotta 
 

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 

トラウトサーモンと三浦野菜のロースト                                                            1680 
Roasted of fresh fish from miura peninsula with salsa verde sauce   

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

 
 

税別/Tax not Included 

   トッピング Additional Toppings 

生ハム/Prosciutto    玉子/Egg   ルッコラ/Arugula   パンチェッタ/Pancetta   水牛モッツァレラ/bufala  アンチョビ/Anchovy 

   380         150          300               300               300        200 
                  200 


