Antipasti 前菜

オリーブのマリネ

500

Marinated olives

ロメインレタス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

Romaine and garlic crouton salada with anchovie dressing

白神あわび茸とエリンギ、セミドライトマトのマリネ

900

Marinated abalone mushroom,eryngi and semi-dried tomato

真タコとじゃがいも、オリーブのマリネ

1,080

Marinated common octopus, potatoes and olives salad

三浦半島より、本日の鮮魚のカルパッチョ

1,300

Carpaccio of today’s fresh fish from miura peninsula

イタリア産18ヶ月熟成生ハムと巨峰、ルーコラ

1,320

Prosciutto and arugla, glape

シチリア風牛もつ煮込み A16スタイル

1,600

Beef tripe hotpot

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

660

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 1,280 /Medium 1,780

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

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）

1,200

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）

1,500

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）

1,780

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

ズッカ （ホワイトソース、バターナッツ、パンチェッタ、ローズマリー、グラナパダーノ、サーバ）

1,800

Zucca – White sauce, squash, pancetta, rosemary, grana padano, saba

フンギ （トマトソース、茸 、ニンニク、アンチョビ）

1,800

Funghi – Tomato sauce, mushroom, garlic, anchovie

アラビアータ （トマトソース、ガーリック、グラナパダーノ、パンチェッタ、赤玉ねぎ、チリ）

1,800

Arrabiata – Tomato sauce, grana padano, red onion, pancetta, chili, garlic

マルゲリータ （トマトソース、モッツァレラ、バジル）

1,900

Margherita – Tomato sauce, mozzarella, basil

カラマーリ （トマトソース、イカ、赤玉ねぎ、フライドケッパー、オリーブ、アンチョビ、ガーリック、チリ）

2,000

Calamari – Tomato sauce, spuid, red onion, olive, fried caper, anchyovie, garlic, chili

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）

2,200

Guanciale – Mozzarella, grana padano, guanciale, basil, garlic, chili

生ハム
Prosciutto
400

玉子
Egg
150

ルーコラ
Arugula
300

パンチェッタ
Pancetta
300

モッツァレラ
Mozzarella
600

アンチョビ
Anchovie
200

Primi パスタ

トロッコリ 豚肉とマッシュルームのラグーソース

Half
740

Regular
1,280

900

1,600

950

1,700

1,100

2,000

Troccoli with pork and mushroom ragu sauce

フジッリ 鰯のラグーソース ディルの香り
Fusilli with sardine ragu sauce dill flavor

スパゲッティ イタリア産トマトとモッツァレラのバジリコ添え
Spaghetti with tomato sauce, mozzarella and basil

スパゲッティ パンチェッタとポルチーニ、茸のペペロンチーノ
Spaghetti with pancetta, porcini and mushroom garlic sauce

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

3 Pieces 5 Pieces
990
1,650

Pork meatballs with tomato sauce, grana padano

2,000

マグロ尾の身 ハーブロースト
Herb roasted tuna tail

ポークショルダーのストゥファート カラブリア風

2,200

Calabrian style pork shoulder stew

本日の鮮魚のソテー レモン風味のアンチョビソース

2,550

Sauteed fish with lemon flavored anchovie sauce

神奈川県産“はまかぜポーク”のロースト

2,600

Roasted HAMAKAZE pork from Kanagawa pref

やまゆり牛のタリアータ 三浦野菜のロースト添え
Yamayuri beef sirloin tagliata with roasted miura vegetables

メニューの価格は全て税込価格です。All prices are tax included.

3,500

