
II パスタ 大盛 ¥100
(¥110)

【普通盛 約200g】
【大盛 約300g】

Pa枕a

急トマトベース ・ ロッソ T01匹0- h如R叩

①揚げ茄子のトマトソース ノルマ ②プッタネスカナポリ風 ③ワタリガニのトマトソース ④真イカのトマトソース煮込み
Tomato sauce of fried eggplant 
揚げ茄子とトマトソース。 ¥1.300-
モッツアレラチーズの相性が◎ （税込¥1.430-)

⑤本場のミ ートソース
Authentic Meet Source 

鶏 ・ 豚肉と野菜をトマトトマトソース平 1.000-
じっくり煮込んだ定番ソース （税込¥1.100-)

クリ ームベース

⑰カルボナーラ
Carbonara 

ベーコン、卵黄、チーズの ¥1.300-
濃厚パスタ （税込¥1.430-)

Puttanesska Napoli style 
シチリア産アンチョビ、 ¥1.000-
オリ ーブ、ケッパー （税込¥1.100-)

． 

Tomato sauce of the Migratory crab 
渡り蟹のトマトソース ¥1.200-（税込¥1.320-)

⑥アマトリチャ ー ナスパゲッティ ⑦アサリとムール貝のトマトソース
Amatori Chana Spaghetti 

パンチェッタと玉ねぎの¥1.200-
トマトソース （税込¥l.320-)

Tomato sauce of clams and mussels 
あさりムール貝のソース。 ¥1.300-（税込¥1.430-)

Tomato sauce with squid 
マイカのトマトソース 煮込み(1.200-

（税込¥1.320-)

⑧ペンネ アラビアー タ
Penne Arrabbiata 
ベーコン と玉ねぎの ¥1.300-

トマトソ—ス （税込¥1.430-)

cra加 h如

⑱サーモンのクリームソース‘ローサ ‘ ⑲キノコのニョッキポルチ ーニ風味 ⑳ワタリガニのトマトクリーム
Salmon cream sauce 'Rosa' Mushroom gnocchi porcini flavor 

サーモンクリ ームソース ¥1.300ー ボルチーニを含む ¥1.400-（税込¥1.430-) 3種キノコのソース （税込¥1.540-)

Migratory crab tomato cream 
ヵ 一 の出汁とクリ ームの ¥1.500-
合雁がいい人気の1品 （税込¥1.650-1

〒一
パエリア Pa心

①魚介類のパエリア
Paella of seafood

具だくさん海の幸のパエリア ¥1.500-（税込¥1.650-)

お得なセットメニュー

②イカスミとトマトのパエリア ③パエリア バレンシアーナ
Paella of squid ink and tomato Paelia Valen Siana 

イカ墨の味香りに、トマトの ¥1.200-
さつばりさせる味わい （税込¥l.320-)

お肉のソースのパエリア ¥1.300-

こ
ドリンクBAR サラダBAR スープBAR

（税込¥1.430-)

3点セット （ドリンクパー、サラダパー、スープパ―) ¥500- （税込¥5S0-)

サラダセット（サラダパー、スープパー） ¥300—（税込¥330-)

ドリンクセット（ドリンクバー） ¥260-（鯰¥28む

谷塩ベース ・ ビアンコ
．． 

S叫eh凶e, 8 匂爪なテ

⑨しらすとクルミのペペロンチ ーノ ⑩アサリとムール貝の白ワイン風味 ⑪鮮魚と野菜のラグーディペッシェ ⑫挽麻と野菜のラグーデイカルネビアンコ
Shirasu and walnut peperoncino White wine flavor of clams and mussels F「esh fish and vegetables Lagodi Pesse White Meat Source Lagoudicalane 

レモン香るシラスのパスタ ¥1.200— アサリ、ムール貝のソース ¥1 300-
（税込¥1.320ー） （税如1.430-)

白身魚の煮込みソースに、 ¥1.200- じっくり煮込んだお肉のソース ¥1.100-（税込¥1.200-)季節野菜を使って （税込¥1.320-)

⑬ベーコンとほうれん草 ⑭ひき肉とキノコのラグー ⑮イワシのパスタ ＂サルデ＂ ⑯バジリコのペーストシチリア風
Bacon and spinach Minced meat and mush「oom Ragout Sardine pasta "Sarde" Basilica paste Sicilian style

ガーリ ックとチーズの ¥1.200-
相性がいい塩味 （税込¥1.320-)

3種のキノコ ¥1.300-
ポルチーニ茸風味 （税込¥1.430-)

自家製生パスタ、 ¥J .100-
ブカティーニでどうぞ （税込¥1.200-)

アーモンド、バジル、チーズのソース ¥1.200-（税込¥1.320-)

II ピッツア

half-boiled eggs and『aw ham bismarck 
とろー リ半熟卵と生ハムのせ ¥1.500-ぽ込¥1.650-)

④季節野菜のオルトラーナ
seasonal vegetables Orthana 

ふんだんに使った ¥1.300-
季節野菜のトマトソース （税込¥1,430-)

⑦しらすとフレッシュトマト
Shirasu and fresh tomatoes 

チーズベース。
シラスとミニトマトのピザ ¥1.400-（税込¥1.540-)

Margherita 
定番ピザ。モッツアレラチーズと

トマトソース、バジリコ

⑧揚げ茄子とバジリコ ロッソ

¥1.200-（税込¥1.320-)

fried eggplant and basilica Rosso 
揚げ茄子とトマト 、バジル、 ¥1.400-
チーズはシチリアの味 （税込¥1,540-)

⑤サルシッチャとマッシュルームビアンコ
Salshitha and 3 kinds mushroom bianko 

自家製ソー セー ジと
マッソュル ームチーズ ¥1.300-（税込¥1.430-)

烈配

マルゲリ ータ＆サルシッチャビアンコ
Margherita & Salshitchabianco 

ハーフ＆ハーフ ¥1 .400-
人気のマルゲとチーズピザ （税込¥1.540-)

⑥サルシッチャとマッシュルーム ロッソ
Salshitha and 3 kinds mushroom Rosso 

自家製ソーセージと
マ ッソュルームトマトソース

¥1.350-（税込¥1.485-)

⑨クワトロフォルマッジ
Quattro forme 

4種チーズのピザ ¥1.800-（税込¥1.980-)

写真はイメージとなり実際の商品と異なる場合が御座います。


