PIZZA
チチニエッリ、プロシュートに関しては入荷状況により
ご案内できない場合があります。予めご了承ください。

Please note that due to reasons outside of our control,
whitebait and prosciutto may not be available.
We apologize for the inconvenience.

[ROSSA]

Marinara

Tomato sauce, oregano, garlic, basil

980

マリナーラ

トマトソース、オレガノ、にんにく、バジル

Cicenielli

Tomato sauce, oregano, garlic, cherry tomatoes, whitebait (Shino Island)

チチニエッリ

1,300

トマトソース、オレガノ、にんにく、チェリートマト、篠島産しらす

Siciliana

Tomato sauce, oregano, garlic, anchovy, capers, olives, basil

シチリアーナ

1,380

トマトソース、オレガノ、にんにく、アンチョビ、ケイパー、オリーブ、バジル

Margherita

Tomato sauce, basil, mozzarella

マルゲリータ

トマトソース、バジル、モッツァレラ

1,580

Romana

Tomato sauce, oregano, anchovy, basil, mozzarella

ロマーナ

トマトソース、オレガノ、アンチョビ、バジル、モッツァレラ

1,680

Forte

Tomato sauce, spicy salami, olives, basil, mozzarella

フォルテ

1,730

トマトソース、ピカンテサラミ、オリーブ、バジル、モッツァレラ

Mais

[BIANCA]

Corn, italian ham, cream, basil, mozzarella

マイス

1,680

スイートコーン、イタリア産ハム、生クリーム、バジル、モッツァレラ

Bismarck

Pancetta, mushrooms, egg, basil, mozzarella

ビスマルク

パンチェッタ、マッシュルーム、卵、バジル、モッツァレラ

1,780

Funghi

Mixed mushrooms, italian ham, cream, mozzarella, basil

フンギ

1,780

4 種キノコ、イタリア産ハム、生クリーム、モッツァレラ、バジル

Montebianco

Ricotta, pancetta, mozzarella, black pepper

モンテビアンコ

リコッタ、パンチェッタ、モッツァレラ、黒胡椒

1,950

Quattro Formaggi

Ricotta, gorgonzola, grana padano, mozzarella

クワトロフォルマッジ

リコッタ、ゴルゴンゾーラ、グラナパダーノ、モッツァレラ

1,950

Prosciutto

Mozzarella, arugula, prosciutto, grana padano

プロシュート

モッツァレラ、ルッコラ、生ハム、グラナパダーノ

1,950

SALUMERIA

TAPAS
Today's oyster (Japan, various)

ask

産地直送 本日の生牡蠣

Marinated octopus (Mie) and celery

580

三重産 タコとセロリのマリネ
Anago saltwater eel (Japan, various) escabeche

国産穴子のエスカベッシュ

580

Ruliano Culatello ham

ルリアーノ社のクラテッロづくし 1,850

Naples-style gratin croquette
フリッタティーナ ナポリのグラタンコロッケ

Six kinds of assorted salami and
ham, freshly sliced

Zeppoline (fried pizza dough balls) with seaweed
ゼッポリーニ ピザ生地と岩海苔

擦りたてハムとサラミの
６種盛り合わせ

沖縄産 生マグロとアボガドのタルタル

22 month-aged prosciutto

880
Coppa di parma

Broiled smoked mackerel with mashed potato
炙り鯖の瞬間スモーク マッシュポテトを添えて 750

コッパ ディ パルマ

Tomato (Fukui) and burrata

Tuscan salami

福井産フルーツトマトとブラータチーズ
Zuppa forte (spicy neapolitan beef tripe stew)
ズッパフォルテ ナポリのピリ辛もつ煮込み
Today's shellfish steamed in white wine
Ravioli with sage butter sauce and truffle topping
ラヴィオリ セージとバター ,トリュフの香り

赤海老のアヒージョ
Squid plancha

小イカのプランチャ

1,100
830
880

本日の魚貝の白ワイン蒸し

Red shrimp ajillo

S 1,200
L 1,680

２２カ月熟成プロシュートづくし

Tuna (Okinawa) and avocado tartar

720
750
780

FRIT

サラーメ トスカーナ
Spicy salami

サラーメ ピカンテ
Iberian chorizo salami (aged 6 months)
イベリコ豚のチョリソー ６ヶ月熟成

1,650

980

680
680

Fried calamari (Aomori)

720

青森産 ヤリイカのフリット

Fritto misto with fish (Japan, various) and vegetables (Miura)
980
フリットミスト 本日の魚介と三浦野菜

PASTA
Smoked chicken and manganji pepper peperoncino

:Spaghettini

スモークチキンと万願寺唐辛子の
ペペロンチーノ

白カビのサラミ フェ
Freshly baked pizza bread

お料理に合わせてどうぞ

620

1,050

：スパゲティーニ

Sardines puttanesca

:Spaghettini

1,050

イワシのプッタネスカ

Salami ‘fuet’

480
480

フライドポテト

680

Iberian salchichon salami (aged 6 months)
イベリコ豚のサルチチョン６ヶ月熟成 680

窯焼きパーネ

Fried potatoes

2 個 580

：スパゲティーニ

Rib roast ragu with mushrooms

:Fresh tagliatelle

480

牛リブロースのラグー
静岡 長谷川さんのマッシュルームと

1,350

：生タリアテッレ

SIDE OF WINE

SALAD
Classic caesar salad

クラシックシーザーサラダ
Nicoise style salad (Miura)

三浦野菜のニース風サラダ

Chocolate

S 680 / L 880

チョコレート
Pistachio

ピスタチオ
S 680 / L 850

Olive platter

オリーブ盛り合わせ
Peach pickles

小桃のピクルス
Cheese platter

チーズ盛り合わせ

MAIN
380
380
560

Pork cutlet (Japan, various)

国産豚ロースのカツレツ

Beef (USA) outside skirt steak

US ハラミのロースト

1,650
1,750

560
1480

Tax not included.
表示価格はすべて税抜き価格です

