
タコラグーとカブのペペロンチーノ
【スパゲティーニ ⽣パスタ】 1150（税込1265）
４種のチーズパスタ【スパゲティーニ セモリナ100％乾麺】 1380（税込1518）
アラビアータ《１・２・３⾟選べます》【ペンネorスパゲティーニ】 1050（税込1155）
⾃家製サルシッチャと⾊々⽊ノ⼦のトマトソース
【スパゲティーニ ⽣パスタ】 1200（税込1320）
アサリと1年熟成ジャガイモのクリームパスタ 1300（税込1430）
〜クラムチャウダー⾵〜【スパゲティーニ ⽣パスタ】

TINY CAKE…………………… STAFFまで

お通し代：お⼀⼈様３３０円＋（税）頂きます。

（税込330）

ピッツァ

パスタ

フレッシュトマトのマルゲリータ 1280（税込1408）

⾃家製サルシッチャとサツマイモのピッツァ 1380（税込1518）
〜ローズマリー⾵味〜

クワトロフォルマッジョ 〜イタリア産アカシアの蜂蜜添え〜 1470（税込1617）

ドルチェ

国産⽜のタリアータ 〜黒胡椒の⾚ワインソース〜 2100（税込2310）
＊⾁の内容はスタッフにお尋ねください
⿃取県産⿅モモ⾁のロースト 1980（税込2178）
〜にんにくピューレ添え〜
⽶沢豚ロースのサルティンボッカ 〜セージの⾹り〜 1880（税込2068）
和⽜の⾚ワイン煮込み 〜カシス⾵味〜 1980（税込2178）

ローストビーフ 〜シャリアピンソース〜 1080（税込1188）
⽶澤豚のハーブが効いたポルケッタ 980（税込1078）
⿃取県産⿅⾁のテリーヌ 1150（税込1265）
〜熟成ビーツのピューレ〜

お好みのメインディッシュ ＋ お⾁の前菜３種……………＋800
（税込880）

［お⾁料理の盛合わせ］（オプション）

［単品］

＊メインディッシュにプラス料⾦で、お⾁の前菜もいろいろ楽しめる、お得な盛り合わせに変更できます。

⼤盛り ＋300YEN [Pizza] [Pasta] [御膳]メニューにプラスして
⼟⽇祝⽇限定のランチセットに！

ランチセット

昼 御 膳

Set A : ＋サラダ ＋250（税込275）
Set B : ＋サラダ、パン ＋350（税込385）

刺⾝御膳 1380（税込1518）
マグロ・天然ブリ・カツオ・サーモン・紅イカ
ご飯・⼩鉢・味噌汁

天ぷら御膳 1480（税込1628）
海⽼・⽳⼦・茄⼦・蓮根・さつま芋
ご飯・⼩鉢・味噌汁

鮮⿂の唐揚げ中華⾵餡かけと茶碗蒸し御膳
1280（税込1408）本⽇の鮮⿂の唐揚げ

⾃家製茶碗蒸し・⼩鉢・味噌汁



しらすの出汁巻き⽟⼦ 680 （税込748）
秋野菜の茶碗蒸し 780 （税込858）
低温調理 鴨わさび 880 （税込968）
海⽼真丈とレンコンのはさみ揚げ 950（税込1045）
牡蛎ときのこのバター醤油炒め 890 （税込979）

珍味・漬物

⼩⽫料理

カルパッチョ

旬野菜のバーニャカウダ 880 （税込968）

豚ヒレと⾊々⽊の⼦のサラダ 870 （税込957）
〜ナチュラドレッシング〜
⽩カビチーズとプロシュートコットのサラダ 960（税込1056）〜胡桃オイルのドレッシング〜

⼩エビと焼きネギのアヒージョ 680 （税込748）

スパイシーチキンとレンコンのアヒージョ 680 （税込748）

⾃家製ベーコンとフレッシュトマトのアヒージョ 680 （税込748）
〜ローズマリーの⾹り〜

丸々ピーマンの揚げびたし 380 （税込418）
鮮⿂の南蛮漬け 530 （税込583）
栗とサツマイモのレモン煮 630 （税込693）
柿とほう ん草の⽩和え 580 （税込583）
⽜⾁とレンコンのきんぴら 630 （税込693）
牡蠣のオイル漬け 680 （税込748）
⽣湯葉と蟹のべっこう餡 780 （税込858）
マグロとアボカドの和⾵ユッケ 780 （税込858）
〜特選⽥庄海苔と⼀緒に〜

⾃家製カラスミ⼤根 980（税込1045）
鮮⿂⻘唐なめ う 680 （税込748）
ホタルイカの沖漬け 580 （税込638）

⾃家製ぬか漬け 480（税込506）
梅⽔晶 580（税込638）
エイヒレ炙り 580（税込638）

ポロネギのマリネ 〜⾃家製カラスミがけ〜 570 （税込528）

黒⽶チップスと焼きナスのディップ 480 （税込572）

⾃家製リエット 〜パン・ド・エピスと⼀緒に〜 550 （税込605）

クリームチーズの⾚ワイン漬け 〜プロシュートを巻いて〜 580 （税込638）

サーモンと⽊の⼦のフリッタータ 〜ディルマヨネーズ〜 550 （税込605）

モッツァレラと季節のフルーツのカプレーゼ 650 （税込715）

バゲット 380 （税込418）

ガーリックトースト 480 （税込528）

フォカッチャ 380 （税込418）

お通し代：お⼀⼈様３３０円（税抜き）頂きます。

サラダ

サイドディッシュ
⽣ハム３種盛り合わせ 1280 （税込1408）
チーズ３種盛り合わせ 1320 （税込1452）
ピクルスとオリーブの盛り合わせ 880 （税込968）

本⽇の刺しパッチョ(お刺⾝＋カルパッチョ)・・・別紙をご覧ください！

アヒージョ

冷前菜

シラスとレンコンと⽣海苔のゼッポリーニ 690 （税込759）

アンチョビポテトフライ 680 （税込748）

桜姫鶏と⾚ワインで煮込んだゴボウの
インボルティーニ 〜発酵マッシュルームソース〜 880 （税込968）

⾃家製ニョッキと栗のゴルゴンクリーム 790 （税込869）

⽩レバーのバルサミコソテー 850 （税込935）

帆⽴のムース 〜ビスクとカダイフ〜 920 （税込1012）

温前菜

のパン

巻き寿司

椀物

【太巻き】名物！3種のマグロのと たく ４カット 980（税込1078）

⼭ごぼう 380（税込385）
⼲ぴょう 380（税込385）

［細巻］
納⾖ 300（税込330）
⽳きゅう 500（税込550）

⽣海苔汁 380（税込418）

梅しらす 480（税込528）
鯖めんたい 530（税込583）
酒盗クリームチーズ 580（税込638）
ウナギといぶりがっこ580（税込638）

［あて巻］
⻘唐なめ う 580（税込638）
涙巻き 550（税込605）
紅すじこ醤油漬け 550（税込605）
チャンジャとタレッジオ580（税込638）

天ぷら

本⽇の焼き野菜 単品 380 （税込418）
季節の野菜三点盛り合わせ 880 （税込968）
スルメイカの⼀夜⼲し 750 （税込825）
縞ホッケの開き焼き 830 （税込913）
※その他本⽇の⼊荷商品はスタッフまでお尋ねください。

本⽇の野菜天 単品 380 （税込418）
季節の野菜三点盛り合わせ 880 （税込968）
海⽼と季節野菜の盛り合わせ 1480 （税込1628）
海⽼の天ぷら 1本 320 （税込352）
⽳⼦の⼀本天ぷら 980（税込1078）
塩麹レモンとり天 750（税込825）

炉端焼き

⼩⽣海苔汁 200（税込220）


