Antipasti 前菜
オリーブのマリネ

500

Marinated olives

青木農園のロメインレタスと根菜のサラダ トマトドレッシング

880

Romaine lettuce and root vegetables with tomato dressing

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

イタリア産18ヶ月熟成生ハムとリンゴ、ルーコラ

1,320

Prosciutto and arugla, apple

三浦半島より、本日の鮮魚のカルパッチョ

1,430

Carpaccio of today’s fresh fish from miura peninsula

チーズの盛り合わせ

1,680

Assortment of cheese

ブッファラモッツァレラとクロカンテッラ

1,320

Bufala mozzarella

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

Small |
1,280

本日の海の幸と三浦野菜のフリット盛り合わせ

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）

1,180

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）

1,480

Panna – White sauce, basil,red onion, prosciutto cotto, grana padano

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

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

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

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, red onion, olive, fried caper, spuid, anchyovy, garlic, chili

トレビーゾ （トレビーゾ、ガーリック、オレガノ、モッツァレラ、グラナパダーノ、プロシュートコット）

2,000

Treviso– Garlic, mozzarella, oregano, Treviso, grana Padano, prosciutto cotto

マルゲリータ （トマトソース、モッツァレラ、バジル）

2,200

Margherita – Tomato sauce, mozzarella, basil

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）

2,180

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

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）

2,480

Piennolo margherita DOC – piennolo tomato, basil, bufala

生ハムプロシュート
Prosciutto
400

玉子
Egg
150

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
モッツァレラ
Arugula
Pancetta
Mozzarella
300
300
600

Primi パスタ

アンチョビ
Anchovie
200

ハーフ

| レギュラー

Half | Regular
740 | 1,280

トロッコリ 豚肉とマッシュルームのラグーソース
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風味

950 | 1,700

Spaghetti with tomato sauce, mozzarella and basil

ペンネ

鱈とオリーブのトマトソース

950 | 1,700

Penne with tomato sauce, olives and cod

スパゲッティ 紅ズワイガニとボッタルガ、カブのペペロンチーノ

1,100 | 1,980

Spaghetti with crab, bottarga, turnip and spicy garlic sauce

Secondi メイン料理
3 Pieces | 5 Pieces
990 | 1,650

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 sauce, grana padano

神奈川県産“はまかぜポーク”のロースト

2,550

Roasted HAMAKAZE Pork from Kanagawa Pref

国産牛ほほ肉の赤ワイン煮込み 三浦野菜のローストを添えて
Stewed Japanese beef with roasted Miura vegetables

表示価格はすべて税込価格です

All prices are tax included.

3,080

