
Antipasto
前菜

キャヴィア - Kaviari社 - サワークリームとブリニ
Caviar

10,000クリスタル
Kristal

オシェトラ
Oscietra

9,000

本日の前菜おまかせ (３皿 ) 3,600
Antipasto del  giorno

お料理は二名様分の価格です。

Stagionale!!!
季節のお料理

下仁田ねぎのローストと牡蠣 2,600
Porro arrosto e  umami di  ostr iche

鮑のカルパッチョとサルサヴェルデ 5,500
Abalone al la  salsa verde

2,800白子のムニエル オレンジとローズマリー
Lattume al la  mugnaia,  arancia e  rosmarino

2,000さつまいもと杏仁のニョッキ ゴルゴンゾーラ
Gnocchi  di  patate  dolce,  fonduta di  gorgonzola

洋梨とストラッチャテッラ 1,800
Pera,stracciatel la  e  croccante

2,000舞茸 たもぎ茸の温かいサラダ
Insalata di  funghi  mist i

2,200リボッリータ 白いんげん豆と黒キャベツの煮込み
Ribol l i ta



Secondo Piatto
メイン料理

仔牛フィレのロースト オールドヴェルモットのソース 4,800
Vitel lo  arrosto,  salsa di  vermouth invecchiato

鮑のロースト 肝のオランデーズソース 5,800
Arrosto di  orecchia di  mare al  olandese

青森産 鴨胸肉のロースト モストコット 3,800
Anatra arrosto,  mosto cotto

九州産 和牛赤身肉のタリアータ 5,000
Tagliata di  manzo

トスカーナ風 牛ほほ肉の黒胡椒煮込み 4,000
Peposo al la  Fiorentina

お料理は二名様分の価格です。

Antipasto
前菜

Classico風牛もつ煮込み 2,600
Interiora in umido

トリッパのフリット ミラノ風 1,800
Trippa fr itta

トスカーナ風レバーパテ
Crostini  di  fegatini  Toscani

700１枚

生ハム サラミ盛り合わせ 2,000~
Affettato misto

イタリア産チーズ盛り合わせ 2,000~
Formaggio mist i

3種

完熟トマト 柑橘 モッツァレラチーズのカプレーゼ 2,000
Insalata di  pomodoro

スパイス香る自家製サルシッチャと季節野菜 2,000
Salsiccia fatta in casa

馬肉のカルパッチョ 3,600
Carpaccio di  caval lo

馬肉のタルタルとヘーゼルナッツ 3,600
Tartare di  caval lo,  profumo di  nocciole



お料理は二名様分の価格です。

カレッティエラ ( にんにくたっぷりのトマトソース ) 2,200
Carrett iera

アラビアータ 2,200
Arrabbiata

トマトとバジル、モッツァレッラ 2,400
Pasta al  pomodoro

グアンチャーレのアマトリチャーナ 2,200
Amatriciana

プッタネスカ 2,400
Puttanesca

自家製サルシッチャのトマトソース
Pasta con sals iccia e  nduja

2,400

Primo Piatto
パスタ

お好みのカルボナーラ 2,200~
Carbonara

いろいろきのこのラグーソース 2,800
Sugo al la  boscaiola

手切り牛サガリのボロネーゼ 3,600
Pasta al  ragu

牛もつ煮込みとオレッキエッテ 2,800
Orecchiette  con zuppa di  interiore

牛ほほ肉と胡椒のラグーソース 3,000
Ragu di  manzo brasato

プーリア風豚肉のラグーソースとオレッキエッテ 2,800
Orecchiette  con ragu di  maiale

季節野菜とグアンチャーレのペペロンチーノ 2,400
Guanciale  e  verdure

からすみと季節野菜のスパゲッティ 2,600
Spaghett i  con la  bottarga

アンチョビバターとイタリアンパセリ 2,200
Pasta con le  acciughe

サルシッチャとペコリーノロマーノ
Salsiccia e  pecorino romano

2,400

牡蠣とからすみのパスタ 2,800
Spaghett i  con ostr iche e  bottarga

アーリオ オーリオ エ ペペロンチーノ 2,000
Aglio,  ol io  e  peperoncino



お料理は二名様分の価格です。

Tartufo Nero
黒トリュフ

黒トリュフを浮かべたシンプルなブロード
Brodo semplice  al  tartufo

トルテッリーニ イン ブロード
Tortel l ini  in  brodo

黒トリュフのオムレツ
Omelette  al  tartufo

黒トリュフとパルミジャーノのリゾット
Risotto al  tartufo

本日のチーズと黒トリュフのクロスティーニ
Crostini  con formaggio sciolto e  tartufo

牛ほほ肉の黒トリュフ煮込み
Brasato di  bue al  tartufo

季節のきのことトリュフのリゾット
Risotto ai  funghi  e  tartufo


