Degustazione
コース料理

クラシコのおまかせコース（全６皿）
クラシコの定番と季節のお料理で組み立てます。

アミューズ
前菜
前菜
パスタ
メイン料理
デザート

8,000

Antipasto
前菜

完熟トマト 柑橘 ストラッチャテッラのカプレーゼ
In s alat a di pom odoro

2,000

そら豆とペコリーノロマーノのサラダ ミント風味
Ins alat a di f ave e pe c orino alla m e nta

2,400

キャヴィア - Kaviari 社 - サワークリームとブリニ
Caviar

オシェトラ
Osc ie tra

9,000

クリスタル
Kristal

10,000

3,400

本日の鮮魚とグリル野菜のマリナート
Crudo di pe sc e

6,000

帆立とキャヴィア、ズッキーニのクルード
Crudo di capes ante , zuc c hine e c av iar
えんどう豆とグアンチャーレのラビオリ
Cappelletti di pize lli

2,400

いちぢくとエキゾチックスパイスのロマーニャ風オーブン焼き
Fich i caramell ati de lla romagnola
スパイス香る自家製サルシッチャと季節野菜
Sals iccia fatta in c asa

2,000

馬肉のカルパッチョ 3,600
Carpacc io di c av allo

１枚 700
トスカーナ風レバーパテ
Cros t in i di fe gatini Tosc ani

トリッパのフリット ミラノ風
T rip pa fritta
Classico 風牛もつ煮込み
In t eriora in um ido

イタリア産チーズ盛り合わせ
Formaggio m isti
生ハム サラミ盛り合わせ
A ﬀet t ato misto

1,800
2,600

3種

2,000~

2,000~

2,400

Primo Piatto
パスタ

仔牛の白いラグーソース 2,800
Sugo alla ge nov e se Napole tana
プーリア風 豚肉のラグーソースとオレッキエッテ
Orecch iet t e c on ragu di maiale

サルシッチャとズッキーニのスパゲッティ
Sals icc ia e v e rdure
まぐろと玉ねぎ、ケッパー
T on n o cipolla e c appe ri
カルボナーラ クラシコ
Carbon ara “Classic o”

2,800

2,400

2,400
2,200

グアンチャーレのアマトリチャーナ
A ma tric iana

2,200

自家製からすみのパスタ 2,800
Spagh et t i c on la bottarga
ラグーボロネーゼと手打ちタリアテッレ
T agliate lle al ragu

パスタのオートクチュール
お好みやご気分でご用意します。

3,600

2,000~

Secondo Piatto
メイン料理

本日のお魚の地中海風
Pes ce de l giorno

3,400

シャラン鴨のロースト モストコット
A nat ra arro sto, m osto c otto

3,800

仔牛の白ワイン煮込み ナポリ風 3,800
Carne alla g e nov e se napole tana
牛ほほ肉のバルサミコ煮込み 4,000
G u an cia di bue al balsam ic o
仔牛のスカロッピーネ レモンとタイムのソース
Scaloppin e al lim one e timo

5,000

九州産 和牛赤身肉のロースト
A rros to di manzo

Dolce
デザート

リヴザルト風味のティラミス
T i ramisu

1,000

タレッジョチーズのジェラート
G elat o al formaggio c re moso
ジェラート各種
Ge lato

600

800

4,800

