LUNCH MENU
2022.1.12 - 2022.3.31

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

イスキア島名物
ピリ辛トマトとオリーブ、ケイパーのスパゲッティ
“アッラ・プッタネスカ”
Spaghetti alla “puttanesca”

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 arancia, salsa agli agrumi

軽い紅茶のクリーム
ライムとバジルの香り
Crema al te’al profumo di lime e basilico

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
2022.1.12- 2022.3.31

Pasta Festa.
－10種の選べるパスタ－
フィレンツェ名物ビーンズと野菜、パンの食べるスープ
“リボッリータ”
“Ribollita”

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 con frutti di bosco

オーストラリア産牛ロースのチーズ巻き トマトソース
Involtino di manzo australiano con 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
・アサリとハマグリの旨味たっぷりボンゴレヴェルミチェッリ
・イスキア島名物

ピリ辛トマトとオリーブ、ケイパー、スパゲッティ

“アッラ・プッタネスカ”

ミルキーなブッラータチーズをのせて

・ほっこりジェノバ風バジルペーストのクリームで仕上げたリングイネ
・たっぷりバターとアンチョヴィーのスパゲッティ
・ナポリ名物

貧しくてかわいそうなパスタ

ポテトとインゲン入りで

クリスピーに炒ったパン粉と共に

“ポヴェレッロ”

ガーリックオイルとフライドエッグのシンプルスパゲッティ
黒トリュフで贅沢に仕上げて成り上がりのパスタ？
・愛媛県産天然真鯛のアックア・パッツァのスパゲッティ
・シチリア名物

ウニのクリーミースパゲッティ*

・イタリアのたまごかけご飯？

ボッタルガと共に*

（+1,000円）（税込+1,100円）

（+1,200円）（税込＋1,320円）

ボローニャ風ゴロゴロミートソースとポーチドエッグをのせたリゾット

※二皿目以降を追加ご希望の場合は1種追加毎に
+税込1,320円（赤字の商品は+税込2,200円）でご対応いたします。

ヘーゼルナッツとパッションのハーモニー ベルガモットのアクセント
Armonia di nocciole e frutto della passione con profumo di bergamotto

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
2022.1.12 - 2022.3.31

Carpe diem
－光－
STAGIONE

自家燻製タスマニアサーモンとイクラ、
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自家燻製した鴨、
オレンジのグルメサラダ
Duo di fegato grasso al caffé e anatra affumicata
con insalata di arance
ホタテ貝コンフィのグリル、フェンネルとメロンと共に
Noci di capesante gratinate in insalata di finocchi e melone
愛媛県産天然真鯛のアックア・パッツァのスパゲッティ
ボッタルガと共に
Spaghetti all’acqua pazza di orata con broccoli, fasorali e bottarga
子羊背肉 ローズマリーとセージの香りで焼き上げて
トスカーナ風白インゲン豆入りポレンタと共に
Carré di agnello porchettato alla toscana con polenta incatenata,
salsa alle erbe aromatiche

ショコラピスターシュ 旬の苺と一緒に
Cioccolato e pistachio con fragole
コーヒー
Café

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
2022.1.12 - 2022.3.31

Evasione e Territorio
－愛－
CREATIVO

オマールブルー
フィレンツェ名物パンとトマトのサラダ
“パンツァネッラ”仕立て
Astice blu con verduri croccanti e salsa di panzanella
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 con frutti di bosco
アワビとポルチーニ茸のブイヨンスープ
黒トリュフの香りを添えて
Brodo di abalone e funghi porcini con tartufo nero
シチリア名物

生ウニのクリーミーなスパゲッティ
Spaghetti ai ricci di mare

甘鯛 ウロコを香ばしく焼き上げて
ルッカ風春野菜の煮込みとハーブの香りを添えて
Amadai croccante con garmugia lucchese,
salsa alle erbe aromatiche
黒毛和牛のグリル焼き トリュフ塩を添えて
冬野菜のイタリア産赤ワインヴィネガーのドレッシング和えと共に
Manzo“Matsusaka” sulla griglia con verdure invernali,
vinaigrette di aceto di vino rosso napoletano e sale al tartufo nero
ティラミス
レモンと紅茶で爽やかに
Tiramisu’ al limone con profumo di te’
コーヒー
Café

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。

