LUNCH MENU
2021.11.9 - 2022.1.11

Germoglio
－恵－
シンプル・イタリアン

自家燻製タスマニアサーモンと
カブの冷製クリームスープ
Salmone affumicato e uova di salmone con crema fredda di rape

ピリ辛ダッテリーノトマトと
豚ほほ肉塩漬けベーコンのアマトリーチェ風スパゲッティ
Spaghetti alla “Amatriciana”

トスカーナ風チキングリル“アル・マットーネ”
ウイキョウとオレンジのサラダ
柑橘のドレッシングと共に
Pollo al mattone con insalata di finocchi ed arance, salsa agli agrumi

林檎

ジャスミンの香り

Mela al profumo di gelsomino

コーヒー

2,800円
（税込3,080円）
※別途サービス料10％を申し受けます。
※仕入れ状況により提供期間、内容等変更となる場合がございます。

LUNCH MENU
2021.11.9- 2022.1.11

Pasta Festa.
－10種の選べるパスタ－

料理長 辻のRISTORANTE OZIO就任10周年記念ランチコースです。
10種類のパスタ・リゾットの中からお好きなメニューをお選びください。

アワビとポルチーニ茸のブイヨンスープ
Brodo di abalone e funghi porcini

エスプレッソ風味のフォアグラとベリーフルーツ
Rotolo di fegato grasso al caffé e frutti di bosco

オーストラリア産牛ロースのプロヴォローネチーズ巻き

トマトソース

Involtini di manzo Australiano con provolone , patate ed insalata

《お好きなパスタをお選びください》
・ボローニャ風ゴロゴロミートのスパゲッティ
・ブラックペッパーと豚ほほ肉塩漬けベーコンのふわふわカルボナーラ
・あっさりフレッシュチェリートマトのスパゲッティ
・たっぷりバターとアンチョヴィーのスパゲッティ

クリスピーに炒ったパン粉と共に

・ジェノバ風バジルペーストといろいろ季節野菜のスパゲッティ
・ナポリ風ミントが香るクリーミーなズッキーニソースのスパゲッティ

ポーチドエッグを添えて

・ピリ辛ダッテリーノトマトと豚ほほ肉塩漬けベーコンのアマトリーチェ風

太めのスパゲッティで

・愛媛県産天然真鯛をつかった漁師風シーフードパスタ“ペスカトーラ” * ［+税込1,100円］
・生ウニのクリーミーなスパゲッティ *

［+税込1,320円］

・ボローニャ風ミートソースとポーチドエッグをのせたパルミジャーノチーズのなめらかなリゾット
※パスタを2種類以上ご希望の場合は、＋税込1,320円（＊の商品は＋税込2,200円）で承ります。

安納芋のスイートポテト

黒胡椒キャラメルジェラート

Dolce di patate “Annou”con gelato di caramello al pepe

コーヒー

4,800円
（税込5,280円）
※別途サービス料10％を申し受けます。
※仕入れ状況により提供期間、内容等変更となる場合がございます。
当店で使用しているお米はイタリア米です。

LUNCH MENU
2021.11.9 - 2022.1.11

Carpe diem
－光－
STAGIONE

自家燻製タスマニアサーモンと
カブの冷製クリームスープ
Salmone affumicato e uova di salmone con crema fredda di rape

エスプレッソ風味のフォアグラとベリーフルーツ、
自家燻製した鴨のサラダ
ストロベリーソース
Duo di fegato grasso al caffé e anatra affumicata
con frutti di bosco

ホタテ貝のケッパー風味焼き、
シチリア風オレンジとウイキョウを添えて
Noci di capesante gratinate in insalata di finocchio ed arance

愛媛県産天然真鯛をつかった漁師風シーフードパスタ
“ペスカトーラ”
Spaghetti alla pescatora con orata

子羊背肉

ローズマリーとセージの香りで焼き上げて
トスカーナ風ポレンタと共に

Carré d’agnello porchettato alla toscana con polenta incatenata,
salsa alle erbe aromatiche

スパイシーなグリオットとチョコレートのハーモニー
トンカのジェラート
Armonia di amarene speziate e ciccolato con gelato di fagioli Tonka

コーヒー

7,000円
（税込7,700円）
※別途サービス料10％を申し受けます。
※仕入れ状況により提供期間、内容等変更となる場合がございます。

LUNCH MENU
2021.11.9 - 2022.1.11

Evasione e Territorio
－愛－
CREATIVO

オマールブルーのサラダ
ガスパチョソース
Astice blu con verdure croccanti e salsa di panzanella

エスプレッソ風味のフォアグラ
りんごのコンポートとリース仕立てで
Rotolo di fegato grasso al caffé con composizione di mele all’aceto balsamico

アワビと深谷葱、
ポルチーニ茸のブイヨンスープ
Brodo di abalone, porri “Fukaya” e funghi porcini

生ウニのクリーミーなスパゲッティーニ
Spaghettini ai ricci di mare con pistacchi

甘鯛 ウロコを香ばしく焼き上げて
カルダモン風味のウイキョウとオレンジを添えて
Amadai croccante con crema di finocchi al cardamomo
ed aceto balsamico tradizionale

黒毛和牛のグリル焼き
ナポリ風ミントが香るズッキーニのピュレと共に
Manzo sulla griglia con patate e pomodori,
crema di zucchine alla menta

栗とパッションのモンブラン仕立て
Monte Bianco di castagne e frutti della passione

コーヒー

10,000円
（税込11,000円）
※別途サービス料10％を申し受けます。
※仕入れ状況により提供期間、内容等変更となる場合がございます。

