生パスタとワインを愉しむ

お得なセットメニュー
お好きな料理を選べるセットです！
・ディナーセット

＋

480 円

・ドルチェセット

＋

580 円

・プチコースセット

＋

980 円

（お好きな料理

＋

サラダ・スープ・フォカッチャ）

（お好きな料理 ＋ 本日のドルチェ・お好きなカフェメニューから１品）

（お好きな料理 ＋ サラダ・スープ・フォカッチャ・ドルチェ・お好きなカフェメニューから１品）

お得なコースメニュー
お二人様からのお得なコースです！
・フレッシュサラダ
・ Fresh salad

・本日の前菜５種盛り合わせ
・Today's appetizers assorted 5 kinds

・メニュー内の

Spuntino or Cibo fritto の中から１品お選びください。

・ Please choose one item from of Spuntino or Cibo fritto in the menu.

・メニュー内の

Pasta or Risotto の中から１品お選びください。

・ Please choose one item from Pasta or Risotto in the menu.

・本日のメイン料理
・Today's main dish

お一人様２,０００円（グループ全員参加）

・プチデザート・・・・・・・

お一人様

＋250 円

・Drink７０種 ２時間飲み放題

お一人様 ＋1,500 円

※当店の価格は全て税抜き価格です。
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insalata
・旬野菜のバーニャカウダ

880 円

・フレッシュサラダ

650 円

・パルマ産生ハムとパルミジャーノサラダ

880 円

・自家製スモークのポテトサラダ

750 円

Banya cauda of seasonal vegetables
Fresh salad

Parma prosciutto ham and parmigiano salad
Homemade smoked potato salad

antipasto
・前菜５種盛り合わせ（２名様より）

Assorted appetizers (from 2 people)

1,200 円

・鮮魚のカルパッチョ

850 円

・パルマ産生ハムとモッツァレラチーズのカプレーゼ

900 円

・自家製スモーク３種 盛り合わせ

980 円

・パルマ産生ハムスライス

900 円

・鶏レバーのパテ 〜自家製フォカッチャ添え〜

480 円

・フレッシュトマトのブルスケッタ

380 円

・ゴルゴンゾーラのブルスケッタ

480 円

Carpaccio of fresh fish
Capresé of parma ham and mozzarella cheese
Assorted homemade smoke 3 kinds
Parma production ham slice
Chicken liver pate with homemade focaccia
Bruschetta with fresh tomato
Bruschetta of Gorgonzola

pane
・自家製フォカッチャ

380 円

・おかわりフォカッチャ

200 円

Homemade focaccia

※当店の価格は全て税抜き価格です。
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Spuntino
・旬野菜のピクルス

480 円

・オリーブ３種 盛り合わせ

480 円

・ミックスナッツ

420 円

・ポテトチップス

380 円

Pickled seasonal vegetables
Assorted 3 olives
Mixed nuts

Potato chips

・チーズ３種 盛り合わせ

1,180 円

3 kinds of cheese platter

・貝と季節野菜のワイン蒸し

980 円

・ベビー帆立と４種のきのこのアヒージョ

850 円

・丸ごとカマンベールチーズアヒージョ

980 円

・トマトとモッツァレラチーズのイタリアンオムレツ

720 円

・ウインナーグリルの盛り合わせ

880 円

Wine steamed shellfish and seasonal vegetables
Ahijo of baby scallop and four kinds of mushrooms
Whole camembert cheese ahijo

Italian omelet of tomato and mozzarella cheese
Assorted winner grills

Cibo fritto
・ポテトフライ

〜ローズマリー風味〜

Potato fries-Rosemary flavor-

450 円

・ゼッポレ

400 円

・クリームリゾットのコロッケ

500 円

・子持ちししゃものフリット

650 円

・イカのフリット

820 円

Zeppole

Croissed cream risotto

Children's shawl fritters

〜カレー風味〜

Fitted squid ~ curry flavor ~

・フィッシュ＆チップス

800 円

・チキンフリット

700 円

Fish & Chips

〜イタリア風唐揚げ〜

Chicken frit-Italian style fried chicken-

・豚ロースのカツレツ

〜サラダ仕立て〜

Pork loin cutlet ~ salad tailoring ~

・揚げ物盛り合わせ

〜フリットミスト〜

Assorted fried foods ~ frit mist ~

※当店の価格は全て税抜き価格です。

750 円
980 円
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Pasta
お好みのソースとパスタを楽しんで頂けるようにご用意いたしました。
３種類の中からお好みのパスタをお選びください。

自家製手打ち生パスタ
スパゲッティー 1.7mm
ペンネ 〜ショートパスタ〜
・自家製ベーコンときのこのペペロンチーノ
Homemade bacon when this peperoncino

980 円

・ボンゴレビアンコ 〜あさりの白ワイン風味

1,200 円

・ゴルゴンゾーラと黒胡椒のペペロンチーノ

1,500 円

・イカとフレッシュトマトのジェノベーゼ

1,050 円

・チキンとほうれん草のアラビアータ

1,050 円

・小海老ときのこのアラビアータ

1,050 円

・プッタネスカ

〜アンチョビ , オリーブ , ケッパーのトマトソース〜

1,180 円

・シチリアーナ

〜茄子 , モッツァレラ , 自家製ベーコンのトマトソース〜

1,280 円

Bongole Bianco ~ White wine flavor of clam
Gorgonzola and black pepper peperoncino
Genovese of squid and fresh tomato
Chicken and spinach arabica
Shrimp and shrimp this time

Puttanesca ~ anchovies, olives, capers in tomato sauce ~
Siciliana ~ dumplings, mozzarella, homemade bacon tomato sauce ~

・ボンゴレロッソ

〜あさりのトマトソース〜

Bongole Rosso ~ Clam Tomato Sauce ~

・ペスカトーレ

〜魚介のトマトソース〜

Pescatore ~ tomato sauce of seafood ~

1,200 円
1,480 円

・きのことゴルゴンゾーラのトマトソース

1,380 円

・自家製ベーコン , きのこ , ほうれん草のクリームソース

1,180 円

・パルマ産生ハムとアスパラのクリームソース

1,180 円

・カルボナーラ

1,350 円

Tomato sauce of mushroom and gorgonzola
Homemade bacon, mushroom, spinach cream sauce
Palma ham and asparagus cream sauce
〜炭火職人風〜

Carbonara-Charcoal style-

・ボロネーゼ

〜茄子と挽肉〜

Boronese ~ dumpling and salmon meat ~

・牛バラ肉のラグーパスタ

〜ミートパスタ〜

Beef ragout pasta ~ meat pasta ~

・トマトクリームソース

〜スモークサーモンとバジル〜

Tomato cream sauce ~ smoked salmon and basil ~

・イカ墨のパスタ

〜イカ , フレッシュトマト〜

Squid ink pasta ~ squid, fresh tomato ~

1,350 円
1,280 円
1,280 円
1,280 円

パスタメニュー大盛（1.5 倍） ２００円 up
※当店の価格は全て税抜き価格です。
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Secondo piatto
・自家製スモークサーモンのバターソテー〜ジェノベーゼソース〜

950 円

・サルシッチャ

〜肉巻きソーセージのグリル〜

950 円

・カチャトーラ

〜若鶏と４種のきのこのトマト煮込み〜

Homemade smoked salmon butter saute ~ Genovese se ~ ~
Salsiscia ~ grilled sausage with meat ~

Cachachola-Braised chicken and 4 kinds of mushrooms in tomato ~

1,050 円

・自家製ベーコングリル

1,050 円

・豚バラ肉のスモークグリル（250g）

1,280 円

・豚ロース肉のモッツァレラチーズ焼

1,280 円

・牛肉のタリアータ

1,580 円

Homemade bacon grill

Smoke grilled pork belly (250 g)

Grilled pork loin with mozzarella cheese
beef tagliata

・牛ホホ肉の赤ワイン煮込み

〜チーズリゾット添え〜

Red beef stew with cheese risotto ~

1,480 円

Risotto
・自家製ベーコン , きのこ , ほうれん草のクリームリゾット
Homemade bacon, mushroom, spinach risotto

980 円

・ゴルゴンゾーラのクリームリゾット

1,250 円

・魚介のトマトリゾット

1,480 円

・スモークサーモン , バジルのトマトクリームリゾット

1,080 円

・イカ墨リゾット

1,280 円

Cream risotto of Gorgonzola
Fish and risotto

Smoked salmon, basil tomato cream risotto
Squid ink risotto

Piatto
サラダ , スープ付き

・Saltare トルコライス

1,380 円

・ハンバーグトルコライス

1,380 円

・ポークトルコライス

1,380 円

・自家製ハッシュドビーフ

1,180 円

Cutlet, risotto, salad, soup, one plate dish
Hamburg, risotto, salad, soup, one plate dish
Grilled pork, risotto, salad, soup, one plate dish
Homemade hash dee beef

※当店の価格は全て税抜き価格です。
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