
表示価格はすべて税込み価格です
Tax included.

PIZZA

Please enjoy the special fragrance and texture 
from the whole wheat �our "Haru yo koi".
北海道産　全粒粉「春よ恋」を使用。
独特の香ばしい香りと食感が楽しめます。

Calabrese
(Picante salami / Mozzarella / Tomato sauce / Red onion /
 Green chili / Fried eggplant)

1,880

カラブレーゼ

唐辛子の効いたサラミと茄子を軽いトマトソースで。

ナポリならではのバランスをお楽しみ下さい。

(ピカンテサラミ/モッツァレラ/トマトソース/赤玉ねぎ/青唐辛子/揚げナス)

Margherita
(Mozzarella / Tomato sauce / Basil)

1,520

マルゲリータ

ナポリの王道と国産の全粒粉とのマリアージュ。
(モッツァレラ /トマトソース/バジル)

Classic Americano
(Homemade tomato sauce / Picante salami / Mushroom /
 Onion / Mixed cheese)

1,630

クラシックアメリカーノ

１９５４年に日本に来たばかりのピッツアを再現し、現代風にアレンジしました。
(自家製トマトソース/ピカンテサラミ/マッシュルーム/玉ねぎ/ミックスチーズ)

ROSSO

BIANCA
Shinojima
 ( Whitebait / Perilla / Green chilies / Garlic / Mozzarella)

1,600

篠島

しらすをふんだんにあしらいました。
(しらす/大葉/青唐辛子/ニンニク/モッツァレラ)

Alsace
(Bacon / Onion / Sour cream / Mixed cheese / Mozzarella)

1,630

アルザス

シンプルですが全粒粉ピザとの相性抜群。
(ベーコン/玉ねぎ/サワークリーム/ミックスチーズ/モッツァレラ)

Miyazaki
(Chicken / Mozzarella / Soft-boiled egg / Green onion)

2,480

宮崎

宮崎の名店「太一」で黒焼きにした宮崎産地鶏、宮崎モッツァレラ。
(チキン/モッツァレラ/半熟卵/万能ネギ)

Bismarck
(Raw ham / Soft-boiled egg / Mozzarella / Grana padano)

2,780

ビスマルク

言わずと知れた人気者。とろける玉子と生ハムをお楽しみ下さい。
(生ハム/半熟卵/モッツァレラ/グラナパダーノ)

Quattro Formaggi
(Mozzarella / Gorgonzola /  Camembert / Grana padano)

2,680

クワトロフォルマッジ

全粒粉の生地との相性抜群。イタリア産オーガニック蜂蜜をかけてどうぞ。
(モッツァレラ/ゴルゴンゾーラ/カマンベール/グラナパダーノ)

Biancaneve
(Raw Ham / Mozzarella / Parmigiano / Baby Rucola)

2,680

ビアンカネーヴェ

生ハムとベビールッコラの上から、たっぷりの
パルミジャーノチーズを削ります。

(生ハム/モッツァレラ/パルミジャーノ/ベビールッコラ)



TAPAS

Gorgonzola mousse bruschetta 380
ゴルゴンゾーラムースのブルスケッタ

Prosciutto and smoked egg potato salad 680
生ハムと燻製玉子のポテトサラダ

Burrata cheese and seasonal fruits caprese 2,800
生クリームを練り込んだモッツァレラと
季節のフルーツのカプレーゼ

Liver paste creme brulee 680
白レバーペーストのクレームブリュレ

Octopus (Shinojima) ceviche 750
篠島産 真ダコのセビーチェ

Toman beef (Miyazaki) carpaccio
with baby rucola and mushrooms

1,980

宮崎産 都萬牛のカルパッチョ
～ベビールッコラと長谷川農産のマッシュルーム～

Oriental fresh spring roll 820
オリエンタル生春巻き

COLD

Today’ s fresh oyster ask
本日の生牡蠣 （60 時間洗浄済み）

Oven baked okome pork (Miyazaki)
with yuzukoshou sauce

100g   980

宮崎産 お米豚の窯焼き 柚子胡椒ソース

Black tru�e and ricotta cheese ravioli 990
黒トリュフとリコッタチーズを包んだ " ラビオリ "

�ree kinds shrimp ajillo 1,180
3 種の海老アヒージョ

Steamed mussels (Canada) in white wine 1,150
カナダ産 ムール貝の白ワイン蒸し

Whelk shell (Aomori) genovese butter 980
青森産 つぶ貝のジェノベーゼバター

HOT

Gascogne style stewed honeycomb trip in white wine
served with parmigiano reggiano

980

ガスコーニュ風トリッパの白ワイン煮込み
～たっぷりのパルミジャーノチーズをかけて～

SALAD

Garden salad

Classic caesar salad

Mushed potato and eryngii mushroom warm salad
with burnt butter porcini sauce 

S    750
L   970

S    750
L   970

S    970
L  1,380

三浦野菜のガーデンサラダ

クラシックシーザーサラダ

マッシュポテトとエリンギの温かいサラダ
焦がしバターポルチーニソース

DOLCE

680

680

780

ティラミス

生ガトーショコラ

フォンダンチーズケーキ

Tiramisu

Gâteau au chocolat 

Fondant cheesecake

680

　660

 1,650

濃厚パンナコッタ

本日のジェラート

デザート盛り合わせ

Rich panna cotta

Today's gelato

Assorted Dessert

SIDE OF WINE

350

500

540

S   1,100
L  2,200

ミックスナッツ

さつま芋チップスとハニーマスカルポーネ

レーズンバター

オーガニックチーズ盛り合わせ

Mixed nuts

Sweet potato chips and honey mascarpone

Raisins butter

Organic cheese platter

Salt cod and potato fritto

Nachos potato with avocado dip and sour cream

Prosciutto croquette

Homemade fried chicken with harissa sauce 

660

980

1ps 430

1ps 380

塩鱈とジャガイモのフリット

ナチョスポテト ～アボカドのディップとサワークリーム～

生ハムのコロッケ

自家製フライドチキン ～アリッサソース～

FRITTO

PASTA

Whitebait (Shinojima) and dried mullet roe
peperoncino
: Spaghettini

1,300

篠島産 釜揚げシラスとカラスミのペペロンチーノ
：スパゲッティーニ

Prosciutto and spinach in cream sauce
: Tagliatelle

1,350

生ハムとほうれん草のクリーム
：タリアテッレ

Smoked sword�sh puttanesca
: Spaghettini

1,580

瞬間スモークしたメカジキのプッタネスカ
：スパゲッティーニ

Various seafood (Kagoshima) bianco pescatora
: Linguine

1,880

鹿児島より色々な魚介のビアンコペスカトーレ
：リングイネ

Beef cheek and achilles' tendon ragout
: Rigatoni

1,520

牛ほほ肉とアキレス腱のラグー
：リガトーニ

Our pasta comes from the southern Italian 
region of Gragnano.

南イタリア カンパーニャ州グラニャーノ村の
パスタを使用しております。

SALUMERIA

540Whole grain pizza pane
全粒粉のピッツアパーネ

Chorizo ibérico, aged for six months

Salchichón ibérico, aged for six months

Iberico papada

Porchetta

Pancetta

Coppa di parma

750

750

700

700

700

700

イベリコ豚のチョリソ ６ヶ月熟成

イベリコ豚のサルシチョン ６ヶ月熟成

イベリコパパーダ

ポルケッタ

パンチェッタ

コッパ ディ パルマ

22-month aged prosciutto  S    980
L  1,850２２カ月熟成プロシュートづくし

S  1,320
M 1,820
L  2,040

Five kinds of assorted salami and cured ham
擦りたてハムとサラミの 5 種盛り合わせ

+

豆腐のディップと全粒粉のピッツァパーネ

Creamy soy dip and whole grain pizza pane
680


