Lunch Set ¥1,600 (

税込 ¥1,760 )

身体の内側からキレイになるサラダ・デリプレート & スープ
+ お好みのメインディッシュ ( コーヒー or ティー )
メインディッシュは右記よりお好きな一品お選びください
Salad & Appetizer plate, Soup & 1 Maindish (with Coffee or Tea).
Choose your favorite 1 maindish from the right page.

M a i ndi sh
PIZZA
ピッツァ マルゲリータ
Tomato, Basil, Mozzarella, Grana Padano

サルシッチャと枝豆 レモンと胡椒を効かせた “ピッツァ エスターテ”
Italian Sausage, Boiled Soybeans, Lemon, Pepper

6 種チーズのピッツァ “6フォルマッジ” ( アカシアの蜂蜜つき )
6 Kinds of Cheese Pizza with Honey

Prefix Course ¥2,800 (
ANTIPASTO

税込 ¥3,080 )

本日の前菜・サラダプレート & スープ

( Lunch Set + ¥330 / Prefix Course + ¥220 )

PASTA

Appetizer & Salad Plate, Soup

PIZZA or PASTA

ピッツァ または パスタを右記より 1 品お選びください

ベーコンと夏野菜のトマトソース スパゲティ ミントの香り
Spaghetti with Summer Vegetables in Tomato Sauce

Choose your favorite 1 pizza or pasta from the right page

SECONDO

DOLCE

メインディッシュを右記より 1 品お選びください

シラスとくたくたブロッコリーのペペロンチーノスパゲティ レモンのアクセント

Choose your favorite 1 maindish from the right page

Spaghetti Peperoncino with Whitebait, Broccoli, Lemon

本日のデザート ( コーヒー or ティー )
Dessert of the day ( with Coffee or Tea)

ゴルゴンゾーラとクリームソースのニョッキ
Gorgonzola Cream Gnocchi
( Lunch Set + ¥330 / Prefix Course + ¥220 )

Dessert
ティラミス クラシコ

+ ¥300

税込 ¥330

Tiramisu

ボタニカル シフォンケーキ

+ ¥300

税込 ¥330

Botanical Chiffon Cake

本日のドルチェ

+ ¥300

税込 ¥330

Dessert of the day - ask for staff

SECONDO
大山鶏の白ワイン煮込み ジャガイモのピューレと焼きトウモロコシ
White Wine Stewed Chicken with Potato Puree, Baked Corn
( Lunch Set + ¥220 )

Kids Set ¥1,000

鮮魚の香草パン粉焼き アーモンドとバジルのペースト
( 税込 ¥1,100 )

3 歳 から10 歳のお子様 ( 3 -10 years old )
本日のスープ
キッズ ピッツァ または キッズ パスタ
本日のジェラート
キッズ ドリンク

Bread Crumbs Sautéed Fish of the day with Almond, Basil Paste
( Lunch Set + ¥660 / Prefix Course + ¥330 )

Soup of the day
Kids Pizza or Kids Pasta

本日の特選牛のロースト ハーブマスタードソース

Gelato of the day

ROasted Beef with Herb Mustard Sauce

Kids Drink

( Lunch Set + ¥1,100 / Prefix Course + ¥550 )

