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FORMAGGERIA
『チーズ』を楽しむ！

Specialità
ノック流はここから始まる！

マスカルポーネとこんがりレーズンパネ・パンナ
Pane e panna
Mascarpone, gorgonzola with raisin bread

1100yen

『デンガクッティ』（チーズ田楽)（２本）の
ミックスナッツ＆シードでポンポン
DENGACUTTI di Fromage , noccioline e semi al forno  
Cheese with roasted mixed nuts and seeds 600yen

追加１本　300yen

丸ごと北海道白糠モッツアレラチーズとガルダ湖オイル
Mozzarella e olio
Mozzarella and olive oil

1200yen

トマトソムリエ のっくん厳選トマトと
モッツァレラチーズの『カプレーゼ』
Insalata Caprese
Mozzarella cheese and tomato 980yen

フロマージュブランと山領さんの玉ねぎで
『オニオンフリット』
Cipolla fritto　    
Onion fritto with fromage sauce

780yen

ニョッコ・フリット・ボンバと楽しむ
『パルミジャーノ・ピカンテ・プリン』
Parmigiano Fromage
Parmigiano cheese pudding

820yen

卵とキノコとチーズの
『パーネフラッタウ・ピエモンテーゼ』
Pane frattau con crema e  funghi , uovo
Pane frattau -  Japanese mushroom ,cream sauce and egg

1400yen

SALMERIA
『イタリアン・シャルキュトリ』をボンバと！

『プロシュット・クルード』(50ｇ)
Prosciutto crudo
Raw ham        　　　　　                                               980yen

『コッパ・サラミ』(50ｇ)
Coppa salame
Neck salami 960yen
                                                                          

『ミラノ・サラミ』(50ｇ)
Milano Salame
Pork salami 920yen

『サラミ・フィノッキオーナ』のハーブマリネ(50ｇ)
Salame finocchiona 
Fennel salami 980yen

『モルタデッラ・ステーキとサルサヴェルデ』
Mortadella bologna 
Pistachio ham steak

800yen

『ラム肉のリエット』
Agnello di riIlette
Lamb rilette (onion , butter , harb )
                                                                                                                                   880yen

いろいろ・モリモリ !『イタリアン・シャルキュトリ』
４人でつまめるボリューム。生ハム、ポークパテなどその日の色 ！々
“Carne” misto  
Assorted ham & salami                                                                                                                        3000yen

プロシュット・コットとツナの『トンネー』
Tonne 
Prosciutto cotto and tuna sauce 980yen

『ピスタチオといちじくのポーク・テリーヌ』
Pate di maiale 
Pork pate with fig 900yen

甘玉ねぎと『ぐるぐるジャンボソーセージ』
Salsiccia 
Sausage with sauteed onion  1280yen

Festa di carne
お肉の全部盛り　『ゲームミート』

人数に合わせてお好みのお肉何でも盛り合わせます！
Carne misto
Assorted “ Game meat ” 

SPAGHETTERIA
パスタ１０００本ノック！！
定番パスタを楽しむ！

日替わりパスタは黒板メニューにあります！

FOCACCIERIA
　ソースが二度美味しくなる!

パスタ専用フォカッチャ
400yen

CARNERIA
『お肉』を楽しむ！

帯広　松橋農場・牛リブロース『サンダリ』と山葵漬け　
Manzo alla griglia
Grilled beef 2800yen

イチボ肉の『タリアータ』赤ワインソース
Tagliata di manzo
Sliced beef steak with red wine sauce 2880yen

『牛ハツ肉のTERIYAKI』
Cuore di manzo 
TERIYAKI beef heart  1000yen

骨付き豚の塊肉！３５０グランミ
　　　　　　　　　＆佐賀いちじくのくるみハニー　
Maiale alla grigliata 350g
Grilled pork 350g with fig sauce  2600yen

骨付き豚の『グリッシーノ・カツレツ』
Costletta di maiale
Fried pork with apple vinegar  1880yen

黒豚とリンゴときのこの『クケーラ』
Cuchela 
Stewed pork , sausage , bacon , apple & mushrooms 1800yen

佐賀・猪チョップの『ナッツクラッカー焼』
Costletta di cinghiale
Fried wild boar with nuts   １chop / 860yen

ラムチョップ『ガーリック焼き』
Agnello alla griglia
Grilled garlic marinated lamb １chop   /   860yen

鴨ロース『蜜焼き』
Anatra alla griglia
Grilled duck with honey & balsamic sauce 1800yen

宮崎　鶏もも肉『チョキチョキ焼き』
House made チリペッパー付き

Pollo alla griglia
Grilled chicken thigh 1860yen

トマトソムリエのっくんの
厳選トマトで『ポモドーロ』
スパゲッティーニ
Pomodoro
Spaghettini with tomato & Basil 

1400yen

『ザ・イカ墨ブラック＆トマトマーブル』
スパゲッティーニ
Nero di seppia
Spaghettini with squid & squid-ink sauce 1480yen

タコさんウィンナーがキュート！
『大人のナポリタン』
スパゲッティーニ
Napolitan al Japone
 Spaghettini with tomato , bacon & ketchup sauce 1360yen

鶏ササミとカラスミ香る！　　
『信州わさびのペペロンチーノ』
スパゲッティーニ
Wasabi
Spaghettini with chicken , botargo , WASABI green & garlic  

1400yen

たっぷりキャベツの
『アンチョビ・ペペロンチーノ』
スパゲッティーニ
Cavolo
Spaghettini with cabbage , garlic & anchovy 1290yen

ケッパーが決めて！
『レモン・クリーミー』
スパゲッティーニ
Limone 
Spaghettini with lemon , caper & cream sauce 1400yen

やっぱり緑葉野菜を！
ケールとほうれん草の『BUONA EVER GREEN 』
スパゲッティーニ
Verdure
Spaghettini with spinach & Kale 1400yen

 

VERDERIA
『野菜』を楽しむ！

Insalatone
葉っぱサラダをがっつり食べたい！！

鴨肉とほうれん草のサラダ
甘バルサミコ＆マヨソース
Insalata di anatra e spinacio
Duck and spinach salad 1600yen

夏野菜を楽しむ！『エレナ』サラダ
アンチョビとくるみのドレッシング
Insalata di stagione
Seasonal salad with walnut & anchovy sauce 1600yen

菜食主義のサラダ『トッティ・ベジタリアーナ』
エシャロットのドレッシング
Insalata di tutti vegitariana  
Green salad of veggies-only & shallot sauce 1600yen

Antipasto di verdure
冷たい野菜料理

山領さんの玉ねぎサラダ
『フラッシュフラワーオニオンスタイル』
Cipolla marinate　    
Onion pickles

780yen

キャベツのサラダ　スカモルツァチーズとアーモンド
Coleslaw
Cabbage, apple, scamorza cheese & almond 

760yen

山のポテトサラダ『インサラータ・ルッサ』
Insalata russa
Potato salad with anchovy, caper, olive and tuna

720yen

野菜のピクルス
Giardiniera
Vegetable pickles

540yen

Antipasto di verdure
温かい野菜料理

『フライド・クリスピー・ポテト』と3種のふりかけ
Patata fritto
Fried potato with seasoned powder

720yen

『まるごとブロッコリー』ガーリック＆アンチョビー
Broccolo e acciugata
Broccoli with garlic & anchovy

1180yen

なすびとアンチョビで『チキン・ボロネーゼ』
Melanzana
Sauteed eggplant, chicken, anchovy

860yen

 ＊メニュー表記以外にも使用している材料がございますので、 アレルギーをお持ちのお客様はスタッフまでお声がけください。

佐賀の野菜に出会いました

『ノック』は、佐賀の野菜の美味しさを知りました
本当に自然に育てられた野菜の魅力を知りました

本業の方もいれば、趣味の方も含めて愛あるんですよ

干拓地に作られたミネラル豊富な大地で
元気に育った佐賀野菜を楽しんでください

＊全て税抜き表示になっております。
＊Prices are not including tax.
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