PIZZA
Funghi (Tomato sauce, Mixed mushroom, Mozzarella,Italian ham, Basil)

フンギ

( トマトソース /MIX キノコ / モッツァレッラ / イタリア産ハム / バジル )

Canpagnola (Smoked mozzarella,Salsiccia,Sauteed green vegetables)

カンパニョーラ

( 燻製モッツアレッラ / サルシッチャ / 青菜ソテー )

Mais (Mozzarella, Corn, Ham, Fresh cream, Basil)

マイス

1,850
1,950

1,650

モッツァレラ , コーン , ハム , 生クリーム , バジル

Bismarck (Mozzarella, Pancetta, Mushroom, Egg)

ビスマルク

1,850

モッツァレラ , パンチェッタ , マッシュルーム , 卵

Montebianco (Ricotta, Pancetta, Mozzarella, Black pepper)

モンテビアンコ

1,850

リコッタ , パンチェッタ , モッツァレッラ , 黒胡椒

Antichi Sapori (Smoked mozzarella, Ham, Cherry tomatoes, Arugula)

アンティキサポーリ

1,950

燻製モッツァレラ , ハム , チェリートマト , ルッコラ

Quattro Formaggi (Ricotta, Gorgonzola, Mozzarella, Grana padano, Basil)

クアトロフォルマッジ

1,950

リコッタ , ゴルゴンゾーラ , モッツァレッラ , グラナパダーノ , バジル

Margherita (Tomato sauce, Mozzarella, Basil)

マルゲリータ

トマトソース,モッツァレッラ,バジル

1,550

Marinara (Tomato sauce, Garlic, Oregano, Basil)

マリナーラ

トマトソース,ニンニク,オレガノ,バジル

1,250

Romana (Tomato sauce, Mozzarella, Onion,Anchovy,Oregano,Basil)

ロマーナ

トマトソース,モッツアレラ,玉ねぎ,アンチョビ,オレガノ,バジル

1,650

Diabora (Tomato sauce, Mozzarella, Picante salami, 'Nduja, Basil)

ディアボラ

トマトソース、モッツァレラ、ピカンテサラミ、ンドゥイヤ、バジル

1,650

Doc (Tomato sauce, Cherry tomatoes, Buffalo mozzarella,Basil)

DOC

トマトソース,チェリートマト、水牛モッツァレッラ、バジル

1,950
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。

Change ： Mozzarella → Buffalo mozzarella or Smoked buffalo mozzarella
モッツァレラ → 水牛モッツァレラ または 燻製水牛モッツァレラに変更

Our pasta comes from the southern Italian region of Gragnano.

+500
表示価格はすべて税抜き価格です

Tax not included.

SALUMERIA
Six kinds of assorted salami and cured ham, freshly sliced

S 1,200
L 1,680

擦りたてハムとサラミの６種盛り合わせ

Pomodoro Fresca : Spaghettini

Carpaccio of today's fresh fish

本日の鮮魚のカルパッチョ
Caprese of fruit tomatoes and buffalo mozzarella

Assorted Culatello

1,850

ルリアーノ社のクラテッロづくし
22-month aged prosciutto

1,650

２２カ月熟成プロシュートづくし
Coppa Di Parma

980

コッパ ディ パルマ
Tuscan salami

680

サラーメ トスカーナ
Spicy salami

680

サラーメピカンテ
Iberian chorizo salami (aged 6 months)

680

イベリコ豚のチョリソー ６ヶ月熟成
Iberian salchichon salami (aged 6 months)

680

イベリコ豚のサルチチョン６ヶ月熟成
Bazza pancetta

S

980

Marinated octopus (Mie) and potatoes

三重産 タコとジャガイモのマリネ

580

サーモンのマリネと全粒粉のガレット
Pork and pistachio homemade patty

豚肉とピスタチオの自家製パテ

：スパゲッティーニ
Duck meat and baked green onion peperoncino : Spaghettini

：スパゲッティーニ

カキとちぢみほうれん草のトマトソース

三浦野菜のガーデンサラダ

S 680 L 880

Rocket salad and parmesan simple salad

ルッコラとパルメザンチーズのシンプルなサラダ

：スパゲッティーニ

780

Beef liftermeat stewed in cream sauce served with mushroom : Tagliatelle

牛カブリ煮込みのクリームソース マッシュルーム添え 1,450
：タリアテッレ

Smoked duck and fig compote

Classic carbonara with eggs from the Ito poultry farm : Spaghettini

トリュフとキノコを包んだ大山地鶏のインヴォルティー二 760
740

Assorted meat dish, three types

肉の3種盛り合わせ
2名様分 1,000
（自家製パテ、大山地鶏のインヴォルティー二、鴨スモーク）

クラシックカルボナーラ 伊藤養鶏場の卵で

HOT APPETIZER

：スパゲッティーニ
Squid and dried mullet roe : Linguine

イカとカラスミ

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

580

エゾ鹿の赤ワイン煮ラグーソース

活けムール貝の胡椒蒸し レモン添え

フリッタティーネ ナポリのグラタンコロッケ（2個）

580

French fries

フライドポテト

500

Squid fritto

青森産 ヤリイカのフリット

キノコづくし

：自家製ピチ

980
840

MAIN

680

750

SIDES
Assorted cheese, three types
Olive

オリーブ
Italian style pickles

イタリアンピクルス
Pizza bread

ピッツァパーネ（ピザ生地パン）

Swordfish cutlet served with pesto torapanese

メカジキのカツレツ ペストトラパネーゼ添え

Iberian pork and chestnut rice croquette wine gorgonzola sauce

本日のチーズ3種

Naples-style gratin croquette

1,680

Mussels steamed in white wine with black pepper and lemon

ゴルゴンゾーラソース

420

1,400

Yezo deer stewed in red wine ragu sauce : Handmade pici

イベリコ豚と栗のライスコロッケ（2個）

FRITTO

1,250

：リングイネ

エリンギとマッシュポテトの温かいサラダ
静岡産 長谷川さんのマッシュルームと

830

1,350

940

king trumpet mushroom and mushed potato warm salad served with hasegawa’s mushroom

Miura vegetable garden salad

1,250

Daisen chicken Inboltini wrapped in truffle and mushrooms

鴨スモークとイチジクのコンポート

980

Oysters and savoy spinach in tomato sauce : Spaghettini

Marinated salmon and whole wheat flour galette

シチリア風タコと豚肉のミートボール
S 680 L 880

ポモドーロ フレスカ 自家製リコッタチーズ添え

鴨と焼葱のペペロンチーノ

Octopus (Sicily) and pork meatballs

SALAD
クラシックシーザーサラダ

1,300

フルーツトマトと水牛モッツァレラのカプレーゼ L 1,680

680

バッツァ パンチェッタ

Classic Caesar salad

PASTA

COLD APPETIZER

1,450

White fish aqua pazza

白身魚のアクアパッツァ

1,680

Grilled iberian pork shoulder loin

イベリコ豚肩ロースのグリル

1,680

980
Beef liftermeat (Canada) roast (200g)

500

カナダ産牛リブロースカブリのロースト

480

Toman beef (Miyazaki) brasato -stewed red wine-

宮崎都萬牛のブラザート（赤ワイン煮込み）

1,850

1,960

480
表示価格はすべて税抜き価格です

Tax not included.

