2018.10.13
TOKYO

Starter 前菜
2色オリーヴのマリネ
Marinated olives

430

”ミネストラ マリタータ”パンチェッタと季節野菜のスープ ペコリーノチーズ
Minestra maritata
かぼちゃのオーブン焼き イタリア産岩塩添え
Roasted pumpkin with rock salt

680

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
Chicken terrina with pickled cranberries and honey

950

680

本日のお魚とピスタチオペーストのカルパッチョ
Crudo of today's fresh fish with pistachio
じゃが芋のローストと鮪のコンセルバ
Roasted potato with tuna conserva

1,150

国産豚もも肉のサルシッチャ
Salsiccia of domestic pork ham

1,200

ルーコラと巨峰のサラダ リコッタサラータ添え
Arugula with Gigantic peak, ricotta salata

1,350

パルマ産生ハムとサラミ、柿のコンポートの盛り合わせ
Prosciutto di Parma and salami with persimmon

1,400

"トリッパ ナポレターナ″白ワイン風味のトマト煮
Trippa napoletana with onions, tomato, white wine
イタリア産チーズ ”ブラータ” グリルブレッド添え
Burrata cheese with grilled Bread

1,450

1,150

1,500

Pizza ピッツァ
マリナーラ ： トマトソース､オレガノ､ガーリック
Marinara - tomato, oregano, garlic
ロマーナ ： トマトソース、オレガノ、ガーリック、アンチョビ、ブラックオリーブ、チリ
Romana - tomato, oregano, garlic, anchovies, black olives, chilies

1,250
1,450

パターテ： パンチェッタ､じゃが芋､自家製スカモルツァ､グラナ、オレガノ、ルーコラ
Patate - pancetta, potato, scamorza, grana padano, arugula
トレビーゾ : プロシュートコット、トレビス、アンチョビ、モッツァレラチーズ、ガーリック、オレガノ
Treviso - prosciutto cotto, torebisu, anchovy, mozzarella, garlic, oregano

1,580

アラビアータ ： トマトソース、パンチェッタ、オニオン、グラナパダーノチーズ、ガーリック、チリ
Arrabbiata – tomato ,pancetta , onion, grana padano, garlic, chiles
ズッカ ： リコッタチーズ、オレガノ、ガーリック、バターナッツ、パンチェッタ、ルーコラ
Zucca - ricotta, oregano, garlic, butternut squash, pancetta, arugula
フンギ ： ローストマッシュルーム､小松菜、グラナパダーノチーズ､ガーリック､オレガノ
Funghi - mushrooms, Japanese spinach, grana padano, garlic, oregano

1,580

マルゲリータ ： トマトソース、モッツァレラチーズ、バジル
Margherita - mozzarella, basil, tomato

1,900

ビアンカ ： モッツァレラ、グラナパダーノチーズ、グリーンオリーブ、バジル、チリ、ガーリック
Bianca - mozzarella, grana padano, green olives, basil, chilies, garlic

2,000

サルシッチャ ： ﾌｪﾝﾈﾙｿｰｾｰｼﾞ、アサリ、オニオン、ﾓｯﾂｧﾚﾗチーズ､ｸﾞﾗﾅﾊﾟﾀﾞｰﾉチーズ､ガーリック､チリ
Salsiccia - fennel sausage , clams, onion, mozzarella, grana padano, garlic, chiles

2,580

下記からトッピングもお選びいただけます Additional toppings
生ハムプロシュート
玉子
ルーコラ
パンチェッタ
Ｐrosciutto
Egg
Arugula
Pancetta
380
150
300
300

1,580

1,700
1,800

トマトソース
Tomato sauce
200

Pasta パスタ
マッケロナーラ トマトラグー リコッタサラータ
Maccaronara with tomato ragu and ricotta salata

Half | Regular
680 | 1,150

イカ墨のトンナレッリ カジキマグロのチェリートマトソース
Squid ink tonnarelli with Swordfish and 
tomato
スパッカテッレ 胡桃とアンチョビのソース レモン風味
Spaccatelle with walnut, anchovy and lemon

780 | 1,350

カヴァテッリ ムール貝と白インゲン豆の白ワインソース
Cavatelli with mussels, white kidney bean

850 | 1,550

700 | 1,250

3 Pieces | 5 Pieces
1,050｜1,750

Entree 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
Pork meatballs with tomato, grana padano
サーモンのロースト サルモリーニョソース
Rｏaｓｔｅｄ Salmon with Salmoriglio Sauce
赤城牛”ランイチ”のタリアータ
Roast beef "AKAGIGYU"
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。

2,200
3,200

Tax Not Included.

