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hamburger

pasta & risotto

RECOMMENDED

クラシックバーガー
Hamburger with french fries , and salad

900

チーズバーガー
Cheese Hamburger with french fries , and salad

1000

appetizers
前菜の盛り合わせ (１名分 )
Assorted appetizer ( 1 person )

780

RECOMMENDED

本日の鮮魚のカルパッチョ - サラダ仕立て Seafood carpaccio

1180

国産牛フィレ肉のカルパッチョ
Fillet of Beef carpaccio

1080
880

パルマ産生ハムと季節のフルーツ
Proschiuto di Parma with fruit

1080

トマトとバジルのブルスケッタ ( 2 個 )
Burschetta ( 2 picees )

300

ポルチーニ茸とキノコのリゾットアランチーニ ( 1 個 )
Risotto Arancini of Porcini and mushroom ( 1 picees )

200
1000

RECOMMENDED

ムール貝の白ワイン蒸し
Mussels steam with white wine

900

海老のアヒージョ
Ahijo of shrimp
ソーセージとキノコのアヒージョ
Ahijo of sausage and mushroom

800

RECOMMENDED

市場直送新鮮野菜のグリーンサラダ
Vegetable salad
新鮮野菜のバーニャカウダ
Bagna cauda

S 字型をしたショートパスタはソースの絡みがよく味わい深い

ペンネ ゴルゴンゾーラ
Penne with gorgonzola cheese sauce

1280

野菜のペペロンチーノ スパゲッティ
Spaghetti with vegetables , garlic , chili peppers , and olive oil

1180

ワタリガニのトマトクリームソース スパゲッティ
Spaghetti with crab and tomato cream sauce

1680

ノルウェー産キングサーモンと白ネギの RECOMMENDED
クリームソース 自家製パッパルデッレ
Home made pappardelle with king salmon , white leek , and cream sauce

1480

カルボナーラ スパゲッティ
Spaghetti mixed with bacon , egg , cheese , and black pepper

1380

パルミジャーノチーズのリゾット
Risotto of Parmigiano reggiano

1380

ポルチーニ茸とキノコのボロネーゼクリームリゾット
Risotto with minced beef , tomato , porcini , mushroom , and cream sauce

1480

pizza
1380

マルゲリータ
Margherita

モッツァレラ、バジル、トマトソース

1580
1580

500

カラブリア
Calabria ソーセージ、サラミ、パプリカ、カイエンペッパー、オイルソース

1680

880

クアトロフォルマッジ - ハチミツ添え - RECOMMENDED
Quattro Formaggi タレッジョ、ゴルゴンゾーラ、モッツァレラ、パルミジャーノ
ボローニャ
Bologna キノコ、ボロネーゼソース

1680

Regular 1380

パルマ産生ハム (１名分 )
Proschiuto di Parma

500

イタリアンサラミ (１名分 )
Italian salami

500

パルマ産生ハムとイタリアンサラミの盛り合わせ
Proschiuto di Parma and Assorted Italian salami

1580

シチリアーナ
Sicilian バジル、アンチョビ、ニンニク、ケイパー、トマトソース

side
Half 700

ボロネーゼ タリアテッレ
Tagliatelle coated with a minced beef , tomato , mushroom , and olive oil sauce

1580

1000

イタリア産チーズの盛り合わせ
Assorted Italian cheese

1280

ベルドゥーラ
Verdura 数種類の野菜、トマトソース

800

salad
ロシア風ポテトサラダ
Potato salad

茄子とモッツァレラチーズのトマトソース カサレッチェ
Casarecce with eggplant , mozzarella cheese , and tomto sauce

手打ちした自家製の幅広パスタ ( パッパルデッレ ) が特徴

水牛モッツアレラチーズとトマトのカプレーゼ
Insalata caprese

自家製ソーセージ３種
Assorted home made sausage

SERVED
FROM 6 - 9:30 PM

1080

1880

パルマ
Parma 生ハム、ルッコラ、半熟卵

main
本日の鮮魚のアクアパッツァ

Half 1380

Today’ s Aquq pazza
但馬鳥のグリル ローズマリー風味 - 瀬戸内レモン添え Grilled Chicken with rosemary and lemon

特選牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ風
Beef ﬁllet and foiegras , Rossini style

1580
1980

国産黒豚のグリル
Grilled Japanese Black Pork with grilles vegetables
RECOMMENDED

自家製ピクルス
Assorted Pickled vegetables

300

ポテトフライ
French fries

500

ミックスナッツ
Mixed nuts

500

ドライフルーツ
Dry fruits

500

前菜の盛り合わせ Assorted appetizer

本日のパニーニ
Today’s panino
自家製フォカッチャ
Home made Itaian bread

500

パスタ Pasta ソースは 2 種類からお選びください
トマトソース Tomato sauce
or 本日のソース Today’s sauce

100

Regular 1880

2480

国産特選牛フィレ肉とフォアグラ、トリュフを使った当店オススメの贅沢な１品

グリル肉の盛り合わせ RECOMMENDED
Assorted Grilled chicken , pork , and beef
２〜４名様までご注文可能です。

course

2980

2980yen

特選牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ風 Beef ﬁllet and foiegras , Rossini style
※お料理は全て税抜きのお値段ですので別途消費税がかかります。

