
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.

1,080

1,460

1,580

1,740

1,860

1,940

マリナーラ

シチリアーナ

チチニエッリ

マルゲリータ

ロマーナ

フォルテ

Marinara

Siciliana

Cicenielli

Margherita

Romana

Forte

トマトソース、オレガノ、にんにく、バジル

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

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

トマトソース、バジル、モッツァレラ

トマトソース、オレガノ、 アンチョビ、バジル、モッツァレラ

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

Tomato sauce, oregano, garlic, basil

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

Tomato sauce, oregano, garlic, cherry tomatoes, whitebait (Shinojima)

Tomato sauce, basil, mozzarella

Tomato sauce, oregano, anchovy, basil, mozzarella

Tomato sauce, spicy salami, olives, basil, mozzarella

[ROSSA]

1,840

1,980

2,080

2,080

2,180

2,280

マイス

フンギ

ビスマルク

モンテビアンコ

クワトロフォルマッジ

ビアンカネーヴェ

Mais

Funghi

Bismarck

Montebianco

Quattro Formaggi 

Biancaneve

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

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

パンチェッタ、マッシュルーム、卵、バジル、モッツァレラ

リコッタ、パンチェッタ、モッツァレラ、黒胡椒

リコッタ、ゴルゴンゾーラ、グラナパダーノ、モッツァレラ

モッツァレラ、ルッコラ、生ハム、グラナパダーノ

Corn, italian ham, fresh cream, basil, mozzarella

Mixed mushroom, italian ham, fresh cream, mozzarella, basil

Pancetta, mushrooms, egg, basil, mozzarella

Ricotta, pancetta, mozzarella, black pepper

Ricotta, gorgonzola, grana padano, mozzarella

Mozzarella, arugula, prosciutto, grana padano

[BIANCA]



表示価格はすべて税込み価格です

Tax included.

ピスタチオ

オリーブ盛り合わせ

レーズンバター

さつまいもチップスとマスカルポーネ

チーズ盛り合わせ

Pistachio

Olive platter

Raisins butter

Sweet potato chips and mascarpone

Cheese platter

420

620

540

480

1620

SIDE OF WINE

クラシックシーザーサラダ

農園野菜のガーデンサラダ

半熟卵、カマンベール、無花果のサラダ

Classic caesar salad

Garden salad

Soft-boiled egg, camembert cheese and �g salad

S 750 / L 950

S 750 / L 950

S 750 / L 950

SALAD

生ハムのグラタンコロッケ

ゼッポリーニ ピザ生地と岩海苔

フライドポテト

鹿児島産 魚介のフリットミストマーレ

Ham gratin croquette

Zeppoline (fried pizza dough balls with seaweed) 

French fries

Seafood (Kagoshima) fritto misto mare

2個 650

480

480

1,080

FRIT

マグロカマ ロースト

USハラミのロースト

秋田県八幡平ポークのカツレツ

Roasted tuna’ s collar

Roasted beef (USA) outside skirt

Hachimantai pork (Akita) cutlet

1,700

2,180

1,980

MAIN

TAPAS

魚介類のクスクス、トラパネーゼ

鰆のソテー ふきのとうのソース

カリフラワーとカマンベールチーズのグラタン

ラヴィオリ セージとバター,トリュフの香り

鹿児島産 小イカのプランチャ

シチリア風タコと豚肉のミートボール

自家製ソーセージ

３種の海老アヒージョ

Seafood couscous trapanese 

Sauteed spanish mackerel with butterbur scape sauce

Cauli�ower and camembert cheese gratin

Ravioli with sage, butter and scent of tru�e

Squid (Kagoshima) plancha

Octopus and pork meatballs

Homemade sausage

�ree kinds shrimp ajillo 

1,480

860

720

850

840

840

840

980

[HOT]

産地直送 本日の生牡蠣

プーリア産 ブラータチーズと季節のフルーツ

篠島産 タコとセロリのマリネ

八幡平ポークのポルケッタ

生ハムと燻製玉子のポテトサラダ

国産穴子のバルサミコエスカベッシュ

大山地鶏のインヴォルティーニ

Today's oyster (Japan, various)

Burrata cheese (Puglia) and seasonal fruits

Marinated octopus (Shinojima) and celery

Hachimantai pork porchetta

Prociutto and smoked egg potato salad

Conger eel balsamico escabeche

Daisen chicken involtini 

ask

1,400

700

720

680

720

740

[COLD]

SALUMERIA

擦りたてハムとサラミの６種盛り合わせ

Six kinds of assorted ham and salami S  1,320
L  1,850

コッパ ディ パルマ

サラーメ トスカーナ

サラーメ ピカンテ

サラーメ タルトゥーフォ

イベリコ豚のチョリソー ６ヶ月熟成

イベリコ豚のサルチチョン ６ヶ月熟成

白カビのサラミ”フェ”

Coppa di parma

Tuscan salami

Spicy salami

Salami tartufo

Iberian chorizo salami (aged 6 months)

Iberian salchichon salami (aged 6 months)

Salami ‘fuet’

1,080

750

750

750

750

750

750

1,840
22 month-aged prosciutto
２２カ月熟成プロシュートづくし

2,040
Ruliano culatello ham
ルリアーノ社のクラテッロづくし

お料理に合わせてどうぞ

ピッツァパーネ（ピザ生地パン）
Pizza bread
+

540

PASTA

国産牛のラグー クリームソース 1,550

Beef ragout in cream sauce

: タリアテッレ

: Tagliatelle

三種の貝と葉玉ねぎのペペロンチーノ 1,450

Three kinds of shellfish and onion peperoncino

: リングイネ

: Linguine

新玉葱のアマトリチャーナ 1,350

Seasonal onion amatriciana

: スパゲッティーニ

: Spaghettini



PIZZA

[BIANCA]

2,180

2,180

2,180

2,020

2,020

1,980

1,980

1,850

プロシュート

アンティキサポーリ

クワトロフォルマッジ

モンテビアンコ

ビアンケッティ

ビスマルク

マイアーレ

マイス

Prosciutto

Antichi sapori

Quattro formaggi 

Monte bianco

Bianchetti

Bismarck

Maiale

Mais

モッツァレラ、生クリーム、ルッコラ、プロシュート、グラナパダーノ

燻製モッツァレラ、モルタデッラ、ルッコラ、プチトマト

モッツァレラ、リコッタチーズ、ゴルゴンゾーラ、グラナパダーノ

モッツァレラ、リコッタチーズ、パンチェッタ、ケッパー、黒胡椒

モッツァレラ、釜揚げしらす、大葉、青唐辛子

モッツァレラ、パンチェッタ、マッシュルーム、バジル、卵

モッツァレラ、自家製ローストポーク、レモン、バジル

モッツァレラ、生クリーム、モルタデッラ、コーン、バジル

Mozzarella, fresh cream, arugula, prosciutto, grana padano

Smoked mozzarella, mortadella, arugula, cherry tomatoes 

Mozzarella, ricotta cheese, gorgonzola, grana padano 

Mozzarella, ricotta cheese, pancetta, capers, black pepper 

Mozzarella, whitebait, perilla, green chili

Mozzarella, pancetta, mushroom, basil, egg

Mozzarella, homemade roasted pork, lemon, basil

Mozzarella, fresh cream, mortadella, corn, basil

[ROSSA]
DOC

Calabrese

Funghi

Romana

Margherita

Gamberetti

Siciliana

Marinara

DOC

カラブレーゼ

フンギ

ロマーナ

マルゲリータ

ガンベレッティ

シチリアーナ

マリナーラ

Tomato sauce, bu�alo mozzarella, cherry tomatoes, basil, grana padano

Tomato sauce, mozzarella, picante salami, red onion, shishito, mushroom

Tomato sauce, mozzarella, three kinds of mushroom, mortadella, basil 

Tomato sauce, mozzarella, anchovy, oregano, basil

Tomato sauce, mozzarella, basil

Tomato sauce, sakura shrimp, oregano, garlic, cherry tomatoes, italian parsley

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

Tomato sauce, oregano, garlic, basil  

2,100

1,980

1,880

1,750

1,680

1,580

1,350

980

トマトソース、水牛モッツァレラ、プチトマト、バジル、グラナパダーノ

トマトソース、モッツァレラ、ピカンテサラミ、赤玉ねぎ、しし唐、マッシュルーム

トマトソース、モッツァレラ、3種のキノコ、モルタデッラ、バジル

トマトソース、モッツァレラ、アンチョビ、オレガノ、バジル

トマトソース、モッツァレラ、バジル

トマトソース、桜エビ、オレガノ、ニンニク、プチトマト、イタリアンパセリ

トマトソース、オレガノ、ニンニク、アンチョビ、ケッパー、オリーブ、バジル

トマトソース、オレガノ、ニンニク、バジル



表示価格はすべて税込み価格です

Tax included.

クラシックシーザーサラダ

農園野菜のガーデンサラダ

半熟卵、カマンベール、無花果のサラダ

Classic caesar salad

Garden salad

Soft-boiled egg, camembert cheese and �g salad

S 750 / L 950

S 750 / L 950

S 750 / L 950

SALAD

Fried squid (Kagoshima)
鹿児島産 小ヤリイカのフリット 860

Sea food (Kagoshima) fritto misto mare
鹿児島産 魚介のフリットミストマーレ 1,080

French fries
フライドポテト 480

ゼッポリーニ(ピザ生地と岩海苔)

Zeppoline (fried pizza dough balls) with seaweed 
480

生ハムのグラタンコロッケ
Ham gratin croquette

2個 650

FRIT
MAIN

マグロカマ ロースト 季節野菜添え

鮮魚のアクアパッツァ

岩手産 八幡平ポークカツレツ

US産 ハラミのロースト

Tuna’ s collar roast served with seasonal vegetables

Fresh �sh acqua pazza

Hachimantai pork cutlet (Iwate)

Beef (USA) outside skirt steak

1,700

ask

1,800

1,900

TAPAS

国産穴子のバルサミコ酢エスカベッシュ
Conger eel escabeche with balsamic vinegar 

720

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

680

プーリア産 ブッラータチーズと
色々なトマトのマリネ

Burrata cheese (Puglia) with marinated various tomato
1,400

大山地鶏のインボルティーニ
Daisen chicken involtini 

700

白ハマグリ・ムール貝・北海アサリの白ワイン蒸し
Hard clams,mussels and clams steamed in white wine

980

本日の前菜盛り合わせ
Today’s antipasto misto

2,200

鴨スモークとイチジクのコンポート
Smoked duck and �g compote

820

昆布〆した甘海老とカラスミのカッペリーニ
Konbu cured sweet shrimp and dried mullet roe cappelini

1,200

篠島産 タコとセロリのマリネ
Marinated octopus (Shinojima) and celery

700

寒サバマリネとマッシュポテト
Marinated mackerel and mushed potato

800

ラヴィオリ セージとバター,トリュフの香り
Ravioli with sage, butter and scent of tru�e

850

3種の海老アヒージョ
�ree kinds shrimp ajillo

980

2色アスパラのビスマルク
Two kinds asparagus bismarck

980

鯖のスモーク
Smoked mackerel

720

魚介類のクスクス、トラパネーゼ
Seafood couscous trapanese

1,480

[HOT]

クジラのカルパッチョ
Whale carpaccio

1,400

産地直送 本日の生牡蠣
Today’s oyster

ask

[COLD]

SIDE OF WINE

レーズンバター　

サツマイモチップスとハニーマスカルポーネ

チーズ盛り合わせ

Raisins butter

Sweet potato chips and honey mascarpone

Cheese platter

540

680

1,580

PASTA

自家製ベーコンと春野菜の
トマトソース

1,350

Homemade bacon and seasonal vegetables
in tomato sauce
: Handmade linguine

: 手打ちリングイネ

桜エビとそら豆のペペロンチーノ
カラスミがけ

1,400

Sakura shrimp and broad bean peperoncino
served with dried mullet roe
: Spaghettini

: スパゲッティーニ

自家製サルシッチャとレモンの
クリームソース

1,450

Homemade salsiccia and lemon in cream sauce
: Handmade tagliatelle

: 手打ちタリアテッレ

イワシとういきょうのラグーソース 1,450

Sardine and fennel ragout sauce
: Handmade casarecce

: 手打ちカサレッチェ

SALUMERIA

擦りたてハムとサラミの６種盛り合わせ
Six kinds of assorted ham and salami S   1,320

L  1,850

コッパ ディ パルマ

サラーメ トスカーナ

イベリコ豚のチョリソー ６ヶ月熟成

イベリコ豚のサルチチョン６ヶ月熟成

サラーメ コン フィノッキオーナ

Coppa di parma

Tuscan salami

Iberian chorizo salami (aged 6 months)

Iberian salchichon salami (aged 6 months)

Salame con �nocchiona

1,080

750

750

750

650

1,840
22 month-aged prosciutto
２２カ月熟成プロシュートづくし

2,040
Ruliano culatello ham
ルリアーノ社のクラテッロづくし

お料理に合わせてどうぞ

ピッツァパーネ（ピザ生地パン）
Pizza bread

+

540


