
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をご覧下さい！

『厳選トマトが美味いから！』スパゲッティ
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
Spaghettini with squid & squid-ink sauce

1280yen

自然派『大人のナポリタン』スパゲッティ
 

Spaghettini with tomato , bacon , vinegar & cream
1280yen

カラスミ好き『ゴールド・ペペロンチーノ』スパゲッティ
Spaghettini with  dried mullet roe , garlic & red pepper  

1200yen

鶏ササミとカラスミ『わさびペペロンチーノ』スパゲッティ
Spaghettini with chicken , botargo , WASABI green & garlic  

1400yen

キャベツの『アンチョビ・ペペロンチーノ』スパゲッティ
Spaghettini with cabbage , garlic & anchovy

1200yen

『レモン・クリーム＆ケッパー』スパゲッティ
Spaghettini with  lemon , caper  & cream sauce  

1280yen

『山盛りキノコ＆クリーム』 スパゲッティ
Spaghettini with  mushrooms & cream sauce  

1390yen

季節のフルーツ『ゴルゴンゾーラクリーム』スパゲッティ
Spaghettini with  gorgonzola , seasonal  fruit & cream sauce

1400yen

FOCACCIERIA
ソースが2度美味しくなるっ!
パスタ専用『フォカッチャ』
Focaccia-Italian bread with nuts & seeds 400yen

       

Specialità
ピッツァのような、クレープのような．．．
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 -  Japanese mushroom ,cream sauce and egg

1400yen

SALMERIA
『肉のつまみ』を楽しむ！

18ヶ月熟成の濃厚な旨味！
こだわりのイタリア産生ハム『ルリアーノ』
Raw ham 　　　　　　　　　　　                  （１～２名さま～)　　850yen

（３～４名さま～)  　1600yen

つまみのお友達！
揚げパン『ニョッコフリット』
Gnocco fritto-Italian fried bread

400yen

『ワイルド・ミラノ・サラミ』
Wild Milano salami 960yen

                                                                          

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

『ぐるぐるジャンボソーセージのグリル』
Grilled sausage  1280yen

『燻製生ベーコンのグリル』
Grilled smoked bacon 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1200yen

『イタリア産仔牛のタングリル』レモンと玉ねぎのソース
Ox tougue with lemon & onion sauce 1200yen

いちじくとピスタチオの『ポーク・テリーヌ』
Pork pate with �g 980yen

ピリ辛『ミートソース&チップス』
Fried pasta & meat sauce 780yen

 ＊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。

VERDERIA
『野菜』を楽しむ！

葉っぱサラダをがっつり食べたい！！
『キャベツのサラダ』と かりかりポテト
甘マヨ＆バルサミコドレッシング
Shredded cabbage and fried potato salad 1200yen

菜食主義！！ケールとハーブで
『グリーン・グリーン・サラダ』
Green salad with kale, spinach, hearbs & fried beans 1600yen

根菜を楽しむ！『エレナ』サラダ
アンチョビとくるみのドレッシング
Seasonal salad with walnut & anchovy sauce 1400yen

つまめる料理いろいろ
厳選トマトとモッツァレラの『カプレーゼ』
Mozzarella cheese & tomato

　1600yen

まるごとブロッコリー・ガーリックボイル
Boiled broccoli with garlic & anchovy

1250yen

オリーブとツナの『ポテトサラダ』
Potato salad with anchovy, caper, olive & tuna

680yen

たっぷりカラスミの『温かカリフローレ』
Boiled cauli�ower & dried mullet roe 

880yen

サクサクッ！『ミルフィーユ・フライドポテト』　
Fried potato with spicy tomato sauce  880yen

三種チーズのＰＣＭプリン　ミックスナッツのロースト
3 kinds of cheese with roasted mixed nuts & seeds 880yen

Specialità
絶対にハズさないで！
マスカルポーネとこんがりレーズンパネ・パンナ
Mascarpone, gorgonzola with raisin bread                

 1100yen

GRIGLIA
『炭火焼』を楽しむ！

『骨付き豚ロース』クルミ＆
                    フルーツのバルサミコソース
Grilled  pork with seasonal fruit & walnut sauce

2600yen

『牛ハラミの炭火焼』
Grilled beef outside skirt 

1850yen

『仔羊の炭火焼』ガーリック漬け仕込み
Grilled garlic marinated lamb

１chop   /   860yen

『鴨ロースのはちみつ焼』
Grilled duck marinated with honey & SAKE lees

2000yen

『鶏もも肉・チョキチョキ旨味焼き』
Grilled chicken thigh

1860yen

CARNERIA
『お肉料理』を楽しむ！

三種の豚肉ときのことリンゴの煮込み『クケーラ』
Stewed pork, sausage, bacon, apple & mushrooms 1800yen

イタリア風のトマト豚角煮『カッスーラ』
Stewed tomato , pork & cabbage 1800yen

『骨付き豚のカツレツ』トリノ・スタイル
Pork cutlet 2200yen

『クラッシュエッグ＆とろけるチーズ』ミートソース
スパゲッティSpaghettini with  egg , melty cheese  meat sauce

1500yen

たたき胡瓜のマリネ
Cucumber pickles　with fresh cheese sauce

680yen


