Antipasti 前菜

2色オリーブのマリネ

500

Marinated olives

ヘーゼルナッツのカラブリアチリ風

500

Hazelnut fritto with calabrian chile pepper

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

900

Radicchio and garlic crouton salada with anchovie dressing

フリルレタスとオレンジのサラダ

900

Frillice lettuce and orange salada with anchovie dressing

950

ポークとレバーのテリーヌ プルーンのピクルス添え
Pork and liver terrine with pickled prunes

真タコとじゃがいも、オリーブのマリネ

1,050

Marinated common octopus, potatoes and olives salad

イタリア産18ヶ月熟成生ハムとアンデスメロン、ルーコラ

1,350

Prosciutto and arugla, melon

1,540

三崎漁港より 『本日の鮮魚』 のカルパッチョ 三浦野菜と共に
Carpaccio of today’s fresh fish from misaki peninsula, with miura vegetables

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

650

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 1,300 /Medium 1,800

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

モンタナーラ （揚げピザ：スモークトマトソース、モッツァレラ、バジル）

1,800

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

プリマヴェーラ （ベシャメルソース、新じゃが芋、赤玉ねぎ、キャベツ、アスパラガス、グラナパダーノ）

1,900

Primavera – Bechamel sauce, potato, red onion cabbage, asparagus, grana padano

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
ディアボラ （トマトソース、モッツァレラ、赤玉ねぎ、ンドゥイヤ、イタリアンパセリ、揚げパン粉、グラナ、ガーリック、チリ）
Diabora – Tomato sauce, ｍozzarella, red onion, nduja, fried crumbs bread, grana padano, garlic, chili

2,000

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、グアンチャーレ、グラナパダーノ、バジル、ガーリック、チリ）

2,200

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

サルデ (黄色トマトのソース 鰯、アンチョビ、、赤玉ねぎ、サフラン、ディル、ガーリック、チリ)

2,420

Sardine – Yellow ｔomato sauce, sardine, anchyovie, red onion, saffron, dill, garlic, chili

サルシッチャ （モッツァレラ、サルシッチャ、九条ねぎ、赤玉ねぎ、グラナパダーノ、ガーリック、チリ）

2,500

Salsiccia – Mozzarella, salsiccia, kujo green onions, red onion, grana padano, 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
800

Regular
1,400

950

1,700

1,100

2,000

1,200

2,000

Troccoli with pork and mushroom ragu sauce

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

イカ墨入りスパゲッティ ヤリイカとアスパラガスのペペロンチーノ レモンの香り
Squid ink spaghetti, peperoncino with yari squid and asparagus lemon scent

カラマラータ ペスカトーレビアンカ
Calamarata - Pescatore bianca

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

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

ズッパディペッシェ ～厳選1本魚と青木農園野菜の白ワイン煮込み～
Zuppa di Pesce

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

2,680

