LUNCH MENU
2022.4.1 - 2022.6.6

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のスパゲッティ
Spaghetti alla “amatriciana”

トスカーナ風チキングリル“アル・マットーネ”
トリュフ塩を添えて
いろいろスチーム野菜の
イタリア産赤ワインヴィネガードレッシング和え
Pollo al mattone con verdure al vapore,
vinaigrette all’aceto di vino rosso e sale al tartufo nero

マンゴー 生姜のアクセントで
Poudding di mango con gelatina allo zenzero

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
2022.4.1- 2022.6.6

La Bellezza
－美－

ヘルシー＆ビューティー

熊崎無農園ニンジンのスープ

クミンの香りをのせて

Crema di carote “Kumasaki” al cumino

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
Involtino di manzo Australiano con provolone, patate ed insalata

お好きなパスタをお選びください
・コトコト煮込んだ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
・ハマグリの旨味たっぷり贅沢ボンゴレビアンコスパゲッティ
・南イタリア庶民の味

ピリ辛トマトとオリーブ、ケッパーのスパゲッティ“プッタネスカ”

ミルキーなブッラータチーズをのせて
・ほっこりジェノヴァ風バジルペーストのクリームで仕上げた平麺リングイネ
・カターニャ名物

・アスパラガスやオカヒジキなどなど春のお野菜ペペロンチーノスパゲッティ
・愛媛県産天然真鯛のアックア・パッツァの平麺リングイネ*
・シチリア名物

ポテトとインゲン入りで

ベッリーニ作曲オペラ“ノルマ”の名がついたナスとトマト、リコッタチーズのリングイネ

ウニのクリーミースパゲッティ*

カリカリパン粉と共に

（+1,000円）（税込+1,100円）

（+1,200円）（税込＋1,320円）

・イタリア米と十穀米で炊き上げた海の幸たっぷり漁師風シーフードリゾット“ペスカトーラ”

※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（＊の商品は+税込2,200円）でご対応いたします。

ジャスミンアールグレイ

アプリコットジェラート

Dolce al profumo di gelsomino e al te’earl grey con gelato all’albicocca

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
2022.4.1 - 2022.6.6

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、
マンゴーのグルメサラダ
Duo di fegato grasso al caffé e anatra affumicata
con insalata di mango

低温調理したホタテ貝
フィレンツェ名物トマトとパンのサラダ“パンツァネッラ”仕立てで
Noci di capesante confite e panzanella croccante in gazpacho

愛媛県産天然真鯛のアックア・パッツァであえたパスタ
平麺リングイネで
Linguine all’acqua pazza di orata con patate, 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 con polenta incatenata,
scalogno in agro-dolce e salsa alle erbe aromatiche

カッサータ

グレープフルーツと黒胡椒

Cassata al pompelmo con pepe nero

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
2022.4.1 - 2022.6.6

Evasione e Territorio
－愛－
CREATIVO

オマール海老
クラウンメロンとサラダ仕立てに
Astice con mousse di avocado,con
Finocchi、 pomodori ciliegia, succo e frutto di melone

エスプレッソ風味のフォアグラとベリーフルーツ
Terrina 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
トリュフの香りを添えて
Brodo di abalone e funghi porcini con tartufo estivo

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
ホワイトアスパラガスとハマグリ、ハーブグリーンソースを添えて
Amadai croccante con salsa alle erbe aromatiche asparagi bianchi e fasorali

黒毛和牛のグリル焼き トリュフ塩を添えて
いろいろスチーム野菜のイタリア産赤ワインヴィネガードレッシング和え
Manzo sulla griglia con verdure al vapore,
vinaigrette all’aceto di vino rosso e sale al tartufo nero

プロフィットロールマンゴー
Torta “profiterol”al mango

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。

