Antipasti 前菜
550

2色オリーブのマリネ
Marinated olives
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 terrine with dried cranberries
四川胡瓜とチェリートマト、ガーリッククルトンのサラダ
Sichuan cucumber, cherry tomato and garlic crouton salad
タコとじゃが芋、カラマタオリーブのマリネ
Marinated octopus, potato and olives
獅子唐と鮪のコンセルバ ピリ辛レモン風味
Shishito green pepper and tuna conserva spicy lemon flavored
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
ルーコラとフェンネル、季節フルーツのサラダ
Arugula, fennel and seasonal fruit salad
"トリッパ ナポレターナ″白ワイン風味のトマト煮
Trippa napoletana, with tomato, white wine
イタリア産生ハムとサラミ、ンドゥイヤの盛り合わせ
Prosciutto, salami and Nduja

1,000
1,050
1,150
1,150
1,300
1,350
1,450
1,600

Pizze ピッツァ
1,300

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, anchovie, black olives, chili
ズッキーニ：リコッタチーズ、ズッキーニ、パンチェッタ、オレガノ、ルーコラ
Zucchini - ricotta cheese, zucchini, pancetta, oregano, arugula
ルーコラ ： リコッタチーズ、ミルクソース、ルーコラ、サーバ
Rucola - ricotta cheese and milk sauce, arugula, saba
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、ガーリック、チリ
Arrabbiata – tomato, pancetta , onion, grana padano, garlic, chili
トンノ ： ツナ、モッツァレラ、ヨーグルト、赤玉ねぎ、ケッパー、ピエンノロトマト
Tonnno - tuna, mozzarella, yogurt, red onion, capers, piennolo tomato
マルゲリータ ： トマトソース、モッツァレラ、バジル
Margherita -tomato, mozzarella, basil
ビアンカ ： モッツァレラ、グラナパダーノ、グリーンオリーブ、バジル、ガーリック、チリ
Bianca - mozzarella, grana padano, green olives, basil, garlic, chili
サルシッチャ ： ﾌｪﾝﾈﾙｿｰｾｰｼﾞ、ﾌﾘｱﾘｴｯﾘ､ｵﾆｵﾝ、ﾓｯﾂｧﾚﾗ､ｸﾞﾗﾅﾊﾟﾀﾞｰﾉ､ｶﾞｰﾘｯｸ､ﾁﾘ
Salsiccia - fennel sausage, friarielli
, onion, mozzarella, grana padano, garlic, chili
生ハムプロシュート
Ｐrosciutto
400

玉子
Egg
200

下記からトッピングもお選びいただけます Additional toppings
ルーコラ
パンチェッタ
トマトソース
Arugula
Pancetta
Tomato sauce
350
350
250

1,500
1,700
1,700
1,700
1,800
2,000
2,100
2,600

アンチョビ
Anchovie
200

Primi パスタ

Half | Regular

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
イカ墨のトンナレッリ イカとピエンノロトマトのアンチョビペースト和え
Squid ink tonnarelli with squid, piennolo tomato, anchovie
オレキエッテ カジキマグロとフリアリエッリのガーリックソース
Orecchiette with swordfish and friarielli garlic sause
カサレッチェ 自家製サルシッチャとズッキーニペースト
Casarecce with house-made salsiccia and zucchini paste

750 | 1,250

Secondi メイン料理

800 | 1,350
800 | 1,350
800 | 1,350

3 Pieces | 5 Pieces

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
本日のお魚のオーブン焼き 三浦野菜添え
Roasted today's fish with Miura vegetables
和牛サーロインのタリアータ
Wagyu Beef "Tagliata"
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。

1,100 | 1,800
2,200
2,800

Tax Not Included.

