
お好みの料理をお選びいただけるプリフィックスコース
（右記のメニューよりお選びください）

￥5,500（税込）

Antipasto

お好みの前菜
（右記よりお選びください）

Dolce
（右記よりお選びください）

お好みのデザート

Caffe
コーヒー ＆小菓子

Zuppa
本日のスープ

Stuzzichino
小さな前菜

（右記よりお選びください）

お好みの
パスタ料理 または メイン料理
〈メイン料理はプラス300円〉

oPasta Secondo

AMenu ToscanaMenu Toscana

Antipasto

お好みの前菜
（右記よりお選びください）

Dolce
（右記よりお選びください）

お好みのデザート

Caffe
コーヒー ＆小菓子

￥7,000（税込）

Zuppa
本日のスープ

Granite
お口直し

Stuzzichino
小さな前菜

Pasta
（右記よりお選びください）

お好みのパスタ料理

Secondo
（右記よりお選びください）

お好みのメイン料理

BMenu AlbergaccioMenu Albergaccio

〜 マキャベリの季節の味わいをお楽しみください  〜

*表示金額は消費税を含んでおります。お会計の際にサービス料１０％加算させていただきます

Prices are tax inclusive. A 10% service charge will be added.

*食物アレルギーをお持ちの方は係の者までお申し付けください

旬魚のカルパッチョ  グリーンガスパチョソース

岩手県産佐助豚のプロシュートコットに季節の果実と水牛のモッツァレラをあわせて

イタリア産仔牛ロース肉の低温ロースト  オリエンタルな香りのバーニャソース

天草産車海老とアボカドのタルタル  ライムの泡に浮かべて

1.

2.

3.

4.

旬の鮮魚のカルパッチョを、きゅうりやしし唐とあわせたグリーンガスパチョソースで。

低温でしっとりと火入れした佐助豚の自家製ハムをミルキーなモッツァレラ、季節のフルーツとともに。ハニーナッツが触感のアクセントです。

低温でしっとりと火を入れた仔牛のローストビーフをグリーンカレー風味のバーニャソースでお召し上がりください。

車エビ、アボカド、マンゴー、などいろいろな食感や味わいが楽しめるタルタルを爽やかな酸味のライムの泡のソースとあわせて。

Antipasto 前菜

Secondo メイン

Pesce
魚料理

1. 本日の鮮魚の備長炭火焼き  バルサミコソース
鮮魚をシンプルに備長炭で焼き上げます。甘酸っぱいバルサミコのソースでお召し上がりください。

Carne
肉料理

2.

3.

4.

イタリア産仔牛ロース肉のインパデッラ  クレーマ ディ ペペローニ

奥三河高原ジビエの森より  鹿肉の香草パン粉焼き  ベリーのアクセント

黒毛和牛サーロインの備長炭火焼き  キャンティヴィネガーソース（プラス ￥ 1,000）

インパデッラはイタリア語で「フライパンを使って」という意味。イタリア産の仔牛ロース肉をフライパンで焼き上げ、

にんにくを効かせたパプリカのソースで。

しっとりと火入れした鹿ロース肉に香草パン粉をまぶして焼き上げました。添えてあるベリーのソースもよくあいます。

黒毛和牛サーロインをシンプルに炭火で焼き上げます。相性の良い赤ワインヴィネガーソースでどうぞ。

Dolce デザート

ゴールデンパインとリコッタチーズのセミフレッド  クーポラ仕立て

ナポリ名物“ババ”マンゴーのコンポートとジェラートを添えて

香ばしくキャラメリゼしたティラミス  マキャベリ風

真夏の入道雲  ~ホワイトチョコに包れた白ワインのムース~

本日の小さなデザートの盛合せ（プラス ￥300）

1.

2.

3.

4.

5.

甘みの強いゴールデンパインと濃厚なリコッタチーズをあわせたアイスケーキを、ドーム状（クーポラ）に仕上げました。

アルコールの効いたシロップにつけるしっとりしたパウンドケーキ「ババ」をアレンジ。別添えのライム付のラム酒をお好みでかけ、
マンゴーのジェラートとともにお召し上がりください。

ほろ苦くキャラメリゼした当店自慢のティラミスです。レモンのコンフィチュールとあわせて。

爽やかな酸味の白ワインのムースをホワイトチョコでコーティング。真夏の青空に浮かぶ、入道雲の様に仕上げました。

特製ミニドルチェの盛り合せです。内容はスタッフまでお問い合わせください。

Pasta パスタ

5. 美食あわび“翡翠の瞳”の肝バターソース（プラス ￥ 500）
「翡翠の瞳」は栄養豊富な南氷洋の海水にじっくり育まれた、オーストリア産の極上あわびです。濃厚な肝バターソースを平打ち麺「タリアテッレ」に絡めて。

Tagliatelle
タリアテッレ

1.

2.

熊本県上天草野菜のアーリオ・オーリオ  カラスミを散りばめて

宮崎県産佐土原なすとパンチェッタのトマトソース
熊本県上天草より届く旬の野菜の旨みがたっぷり詰まったパスタです。仕上げにサルディーニャ産のカラスミをたっぷり削っています。

「佐土原なす」はアクが少なく、生のまま食べてもえぐみの無い味わいで、加熱するととろけるような食感になります。

パンチェッタの旨みを加えたトマトソースです。

Spaghetti
スパゲッティ

3. 冷製 北海道産 柳たことオリーブのレモン風味 サルディーニャ産のカラスミのアクセント
タコ、オリーブ、レモンの冷たいパスタ。真夏の暑い夜でもさっぱりと召し上がれます。

4. 北海道産帆立とモロッコインゲンのジェノベーゼ
  テスタローリはイタリア最古の生パスタと呼ばれる、もちもち食感の菱形のショートパスタです。肉厚な帆立とモロッコインゲンと合わせバジルのソースで。

Testaroli
テスタローリ



Welcome to the Machiavelli family of provincial

Italian dining. Our main restaurant is located just

south of Florence, where the famous philosopher 

Machiavelli came from.

The restaurant is proud of his its 200 year history.

文化発祥の地トスカーナのフィレンツェからぶどう畑の中を南に下る

通称キアンティ街道沿いに1639年創業のワイナリー『マキャベリ』が

あります。フィレンツェは文化や芸術、政治の町ともいわれており、

ミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチの生まれた町として有名です。

『リストランテ マキャベリ』はそのワイナリーと提携し、

伝統あるトスカーナ料理とソムリエセレクトのワインとの

マリアージュをお楽しみいただけます。

フィレンツェは四季がはっきりしており朝夕の寒暖差が大きくブドウ造りには

適した気候といえます。『マキャベリ』ではその恵まれた気候のなか、

60ヘクタールの自社畑で少量生産ながら非常に質の高いワインを生産しています。

そしてここ『マキャベリ』は《君主論》を著した政治家ニッコロ・マキャベリの

ファミリーが所有していたワイナリーであり、キアンティクラッシコの

シンボルマーク「黒い雄鶏」を発行するキアンティ・クラッシコ協会の

本部としての役割も担っています。

Antipasto 前菜
（税込）

季節野菜のサラダ

18ヶ月熟成生ハム　ワイルドルーコラ添え

イタリア産チーズの盛り合わせ

旬魚のカルパッチョ  グリーンガスパチョソース

岩手県産佐助豚のプロシュートコットに季節の果実と水牛のモッツァレラをあわせて

イタリア産仔牛ロース肉の低温ロースト  オリエンタルな香りのバーニャソース

天草産クルマ海老とアボカドのタルタル  ライムの泡に浮かべて

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

￥ 1,580

￥ 1,890

￥ 1,890

￥ 1,890

￥ 1,890

￥ 1,890

￥ 1,890

Dolce デザート

1.

2.

3.

4.

5.

ゴールデンパインとリコッタチーズのセミフレッド  クーポラ仕立て

ナポリ名物“ババ”マンゴーのコンポートとジェラートを添えて

香ばしくキャラメリゼしたティラミス  マキャベリ風

真夏の入道雲  ~ホワイトチョコに包れた白ワインのムース~
本日の小さなデザートの盛合せ

￥ 970

￥ 970

￥ 970

￥ 970

￥ 1,270

Secondo メイン

魚料理Pesce
本日の鮮魚の備長炭火焼き  バルサミコソース1. ￥ 2,600

￥ 2,600

￥ 2,600

￥ 3,600

イタリア産仔牛ロース肉のインパデッラ  クレーマ ディ ペペローニ

奥三河高原ジビエの森より  鹿肉の香草パン粉焼き  ベリーのアクセント

黒毛和牛サーロインの備長炭火焼き  キャンティヴィネガーソース

2.

3.

4.

肉料理Carne

*表示金額は消費税を含んでおります。お会計の際にサービス料１０％加算させていただきます

Prices are tax inclusive. A 10% service charge will be added.

*食物アレルギーをお持ちの方は係の者までお申し付けください

パスタPasta

￥ 1,890

￥ 1,890

￥ 1,680

￥ 1,890

スパゲッティSpaghetti
熊本県上天草野菜のアーリオ・オーリオ  カラスミを散りばめて

宮崎県産佐土原なすとパンチェッタのトマトソース

パンチェッタのカルボナーラ

冷製  北海道産柳たことオリーブのレモン風味  サルディーニャ産のカラスミのアクセント

1.

2.

3.

4.

テスタローリTestaroli
北海道産帆立とモロッコインゲンのジェノベーゼ5. ￥ 1,890

Tagliatelle
美食あわび“翡翠の瞳”の肝バターソース　6. ￥ 2,390

タリアテッレ


