LUNCH

MENU

2022.11.1 - 2023.1.10

Germoglio
－恵－
シンプル・イタリアン

自家燻製したタスマニアサーモンと
イクラ、カブの冷たいクリームスープ
Salmone affumicato e uova di salmone con crema fredda di rape

ローマ名物 豚ほほ肉塩漬け“グアンチャーレ”とペコリーノチーズの
濃厚トマトのスパゲッティ
“アマトリチャーナ”
Spaghetti all’amatriciana

トスカーナ風ローストチキン“アル・マットーネ”
いろいろ冬野菜のグリルをそえて
Pollo al mattone con verdure stagione grigliate

自家製プラリネのクリーム

柚子のジュレと香ばしいメレンゲ

Meringhe con crema pralinata della casa e gelatina allo yuzu

コーヒー
Caffe’

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

2022.11.1- 2023.1.10

Pasta Festa.
－La Bellezza－
10種の選べるパスタ

ホタテ貝コンフィをのせたフィレンツェ風トマトとパンのサラダ
“パンツァネッラ”
Panzanella croccante con capesante
トスカーナ名物

カネッリーニ豆と野菜、パンの煮込み
“リボッリータ”
Ribollita

オーストラリア産牛ロースのグリル焼き
いろいろ冬野菜のスチーム
Manzo sulla griglia con verdure estive al vapore,
vinaigrette d’aceto di vino rosso Napoletano
お好きなパスタまたはリゾットをお選びください
❶ローマ名物

豚ほほ肉塩漬け“グアンチャーレ”とペコリーノチーズの濃厚トマトのスパゲッティ“アマトリチャーナ”

❷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
❸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
❹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

❺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
❻ナポリ名物

貧しくてかわいそうなパスタ“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？

❼ドライトマトとアーモンド、パンテレリアケッパーのペーストで和えただけの
シンプルで身体にやさしいヴィーガン・スパゲッティ
❽＊イクラと自家燻製したタスマニアサーモンをのせて親子丼？みたいな
まったりレモンクリーム・スパゲッティ（＋1,320円［税込］ ）
❾＊生ウニクリームスパゲッティ（＋1,320円［税込］ ）
❿＊毛ガニのリゾット

水の都ヴェネツィアのイメージで（+2,200円［税込］ ）
南瓜と蜂蜜のエクレア

塩キャラメルのジェラート

Bigne' di zucca e miele con gelato al caramello salato
コーヒー

《パスタの追加をご希望の場合》
❶～❼ ＋1,320円（税込）
❽～❾ ＋2,640円（税込）
❿
＋4,400円（税込）

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

2022.10.24 - 2023.3.31

Eleganzo“Vegano”
－優美－

Panzanella croccante alla fiorentina

フルーツトマト、パンのフィレンツェ風サラダ
“パンツァネッラ・クロッカンテ”

Crostino di polenta incatenata
con avocado, spinaci e champignon

カネッリーニ豆とほうれん草をとじこめたポレンタ“インカテナータ”
アヴォカドのデップをのせて

Zucchini fritti, crema e scapece alla menta

ズッキーニのナポリ風フリットとクリーム、マリネのミント風味
トスカーナ名物

Ribollita

カネッリーニ豆と野菜の食べる煮込みスープ“リボッリータ”

Spaghetti con pesto di capperi Panterellia, mandorle e pomodori secchi
スパゲッティ
パンテレリアケッパーとドライトマト、アーモンドのソースで和えて

Cotoletta di patate,
funghi porcini e tartufo nero con broccoli all’aglio

ポルチーニ茸とトリュフの香りを包んだポテトのカツレツ“コトレッタ”
ブロッコリーのペペロンチーノ

Zuppa di fragola e frutti di bosco
イチゴとベリーフルーツのスープ
Caffe’
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

2022.11.1 - 2023.1.10

Carpe diem
－光－
STAGIONE
シンプルな食材を本格的なイタリアンでお楽しみ頂ける、王道のスタンダードコースです。

自家燻製したタスマニアサーモンと
イクラ、カブの冷たいクリームスープ
Salmone affumicato e uova di salmone con crema fredda di rape
生ウニをのせたホタテ貝のコンフィ グアンチャーレとズッキーニをそえて
Noci di capesante scottate con ricci di mare ,
lardo di Colonna, purea di zucchine
愛媛県産天然真鯛のアックア・パッツァで和えた手作りハンカチ型パスタ
“ファッツォレッティ”
Fazzoletti di pasta con ragu’ di orata, bottarga, olive taggiasche e capperi
ナポリ名物 貧しくてかわいそうなパスタ“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？
Spaghetti Poverello al tartufo nero( oppure ricco?)
ローマ名物 セージと生ハムを巻いた仔牛の“サルティンボッカ”
季節野菜のグリルを添えて
Saltimbocca alla romana con verdure grigliate
チョコレートとヘーゼルナッツのセミフレッド
フレッシュなオレンジと
Semifeddo al cioccolato con nocciole e arance
コーヒー
Caffe’

7,500円
（税込8,250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

2022.11.1 - 2023.1.10

Evasione e Territorio
－愛－
CREATIVO

ホタテ貝コンフィをのせたフィレンツェ風トマトとパンのサラダ
“パンツァネッラ”
Panzanella croccante con capesante

エスプレッソ風味のフォアグラ イチゴとベリーフルーツ
Fegato grasso al caffé con frutti di bosco

アワビとポルチーニ茸、トリュフのコンソメスープ
Brodo di abalone e funghi porcini con tartufo

たっぷり生ウニのクリーミースパゲッティ
Spaghetti ai ricci di mare

甘鯛 ウロコを香ばしく焼き上げ ゆずの香りと共に
ハマグリと季節野菜のバター風味
Amadai croccante al yuzu con intingolo di fasorali e verdure

くまもとあか牛 赤ワインソースのからめ焼きに
カネッリーニ豆とほうれん草を閉じ込めたポレンタ“インカテナータ”
Manzo rosso con polenta incatenata, salsa al vino rosso

林檎とメープル シードルのムースで上品に
Sciroppo di acero con mele e crema di sidro

コーヒー
Caffe’

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。

