
take away pizza

＊表示価格は税込価格です。＊金曜、土曜、祝前日はラストオーダー22:30です。

マリナーラ•スペチャーレ 970
marinara speciale
トマトソース•オレガノ•ニンニク•バジル
ミニトマト•エクストラバージンオイル

デル•ソーレ 1450
dell sole
トマトソース•モッツァレラ
ナス•アンチョビ•ケッパー•グラナ
ブラックオリーブ•バジル•オレガノ

バンビーノ 1450
bambino
トマトソース•バジル•モッツァレラ•コーン
グラナ•マッシュルーム•ソーセージ

クアトロ•フロマッジ 1720
quattro formaggio
ゴルゴンゾーラ•リコッタ•グラナ
モッツァレラ•タレッジョ

ビスマルク 1450
bismarck
バジル•グラナ•モッツァレラ•卵
マッシュルーム•モルタデッラ

サルシッチャ•フリアリエッリ 1670
salsiccia friariell
モッツァレラ•燻製モッツァレラ
サルシッチャ・フリアリエッリ

ボスカイオーラ 1720
boscaiola
旬のキノコ(６種)•グラナ
モッツァレラ•ケイパー•コット

コット•エ•マイス 1350
cotto e mice
コット•コーン•生クリーム•バジル
ブラックペッパー•グラナ•モッツァレラ

ディアボラ 1720
diabora
トマトソース•チキン•ミニトマト•バジル
ピカンテサラミ•モッツァレラ•グラナ
ンドゥイヤ•ブラックペッパー

アンティーキ•サポーリ 1400
antichi sapori
ルッコラ•モルタデッラ•ミニトマト•グラナ
燻製モッツァレラ•モッツァレラ

ブラッチョ•ディ•フェッロ 1400
braccio di ferro
ほうれん草ソース•モッツァレラ
ミラノサラミ•グラナ•黒こしょう

プロシュート•ルッコラ 1830
prosciutto rucola
トマトソース•ルッコラ•モッツァレラ
グラナ•バージンオリーブオイル
生ハム•リコッタチーズ

ナポレターナ 1020
napoletana
トマトソース•オレガノ•アンチョビ
ニンニク•バジル•ブラックオリーブ
ミニトマト•オイル

スカルパリエッロ 1130
scarpariello
トマトソース•オレガノ•グラナ•バジル
ニンニク•ミニトマト•ブラックオリーブ
コショウ•オイル

マルゲリータ
ビアンカ
margherita bianca

1450
ミニトマト•モッツァレラ•グラナ
バジル

マルゲリータ
クラシカ　
margherita classica

1180
トマトソース
モッツァレラ
グラナ•バジル

黄金のマルゲリータ 
margherita gold

1510
イエロートマト•モッツァレラ
グラナ•バジル

マルゲリータ
プローヴォラ
margherita provola

1670
トマトソース•グラナ•バジル
水牛燻製モッツァレラ

マルゲリータ
エクストラ
margherita extra

1720
トマトソース•グラナ•バジル
水牛モッツァレラ

マルゲリータ
スペチャーレ
margherita speciale

1780
トマトソース•グラナ•ミニトマト
水牛モッツァレラ
バージンオリーブオイル•バジル

チチニエッリ 1290
ticinielli
トマトソース•ミニトマト•オレガノ
バジル•しらす•ニンニク•オイル

margherita
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フライドポテト 540
french fries

スパイシーチキンフリット 730
spicy chicken frit

スルメイカの 660
セモリナ粉フリット
sulmina semolina flour frit

fritto
本日の
アランチーニ
today's arancini

540

生ハムとサラミの
盛り合わせ
affettats

1250

charcuterie

パルマ産 プロシュート 640
proshoot
これぞ王道生ハム！

モルタデッラ 540
morta della
ピスタチオを練り込んだハム

ピカンテサラミ 540
picante salami
ピリ辛の唐辛子を練り込んだサラミ

スペック 540
spec
表面を燻製したハム

take away menu

＊表示価格は税込価格です。＊写真はイメージです。お持ち帰り用の容器で提供致します。＊金曜、土曜、祝前日はラストオーダー22:30です。

水牛モッツァレラの 1050
カプレーゼ
buffalo mozzarella & tomato caprese

天然海老とアヴォカド、 1050
マッシュルームのサラダ
shrimp & avocado with mushroom salad

旬野菜のサラダ 1050
seasonal vegetable salad

a la carte  [ 17 :00 - 22 :00 l.o.  ]

スパイスを練り込んだ 620
ソーセージのグリル
grilled spice sausage

main

２種のパンチェッタの 1450
カルボナーラ
2pancetta carbonara

和牛ボロネーゼ 1560
japanese beef bolognese

魚介のラグー 1560
seafood ragout 

優味豚のミラノ風カツレツ 1620
milanese cutlet

三田和牛サーロインのグリル 2700
grill of sanda japanese beef sirloin 

アンチョビバターと 730
キャベツの釜焼き
anchovy butter & cabbage skewers

仔羊のポルペッティ 910
モッツァレラチーズの
ココット焼き（ミートボール）
lamb's porpetti & mozzarella cocot baked

おつまみポテトサラダ 540
potato salad

オリーブのマリネ 540
marinade olives

4種のチーズ盛り合わせ 1050
formaggio

lunch box  [ 11:30 - 15:00 ]

ステーキランチb ox  1080
beef steak lunch box

サラダ、ライス付

日替わりランチ b ox  840
today's lunch box

メイン、副菜、ライス付
内容は店頭ディスプレイをご確認ください

カツレツランチ b ox  840
cutlet lunch box

本日の副菜、サラダ、ライス付
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charcuterie

take away menu

＊表示価格は税込価格です。＊写真はイメージです。お持ち帰り用の容器で提供致します。＊金曜、土曜、祝前日はラストオーダー22:30です。

a la carte  [ 17 :00 - 22 :00 l.o. ]

main

lunch box  [ 11:30 - 15:00 ]

ステーキランチb ox  1350
beef steak lunch box

サラダ、ライス付

本日のパスタランチ 1160
today's pasta lunch

内容は店頭ディスプレイを
ご確認ください

fritto

フライドポテト 540
french fries

スパイシーチキンフリット 730
spicy chicken frit

スルメイカの 660
セモリナ粉フリット
sulmina semolina flour frit

本日の
アランチーニ
today's arancini

540

生ハムとサラミの
盛り合わせ
affettats

1250

パルマ産 プロシュート 640
proshoot
これぞ王道生ハム！

モルタデッラ 540
morta della
ピスタチオを練り込んだハム

ピカンテサラミ 540
picante salami
ピリ辛の唐辛子を練り込んだサラミ

スペック 540
spec
表面を燻製したハム

水牛モッツァレラの 1050
カプレーゼ
buffalo mozzarella & tomato caprese

天然海老とアヴォカド、 1050
マッシュルームのサラダ
shrimp & avocado with mushroom salad

旬野菜のサラダ 1050
seasonal vegetable salad

スパイスを練り込んだ 620
ソーセージのグリル
grilled spice sausage

２種のパンチェッタの 1450
カルボナーラ
2pancetta carbonara

和牛ボロネーゼ 1560
japanese beef bolognese

魚介のラグー 1560
seafood ragout 

優味豚のミラノ風カツレツ 1620
milanese cutlet

三田和牛サーロインのグリル 2700
grill of sanda japanese beef sirloin 

アンチョビバターと 730
キャベツの釜焼き
anchovy butter & cabbage skewers

仔羊のポルペッティ 910
モッツァレラチーズの
ココット焼き（ミートボール）
lamb's porpetti & mozzarella cocot baked

おつまみポテトサラダ 540
potato salad

オリーブのマリネ 540
marinade olives

4種のチーズ盛り合わせ 1050
formaggio

カツレツランチ b ox  1160
cutlet lunch box

本日の副菜、サラダ、ライス付
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take away pizza

＊表示価格は税込価格です。＊金曜、土曜、祝前日はラストオーダー22:30です。

margherita

マリナーラ•スペチャーレ 970
marinara speciale
トマトソース•オレガノ•ニンニク•バジル
ミニトマト•エクストラバージンオイル

デル•ソーレ 1450
dell sole
トマトソース•モッツァレラ
ナス•アンチョビ•ケッパー•グラナ
ブラックオリーブ•バジル•オレガノ

バンビーノ 1450
bambino
トマトソース•バジル•モッツァレラ•コーン
グラナ•マッシュルーム•ソーセージ

クアトロ•フロマッジ 1720
quattro formaggio
ゴルゴンゾーラ•リコッタ•グラナ
モッツァレラ•タレッジョ

ビスマルク 1450
bismarck
バジル•グラナ•モッツァレラ•卵
マッシュルーム•モルタデッラ

サルシッチャ•フリアリエッリ 1670
salsiccia friariell
モッツァレラ•燻製モッツァレラ
サルシッチャ・フリアリエッリ

ボスカイオーラ 1720
boscaiola
旬のキノコ(６種)•グラナ
モッツァレラ•ケイパー•コット

コット•エ•マイス 1350
cotto e mice
コット•コーン•生クリーム•バジル
ブラックペッパー•グラナ•モッツァレラ

ディアボラ 1720
diabora
トマトソース•チキン•ミニトマト•バジル
ピカンテサラミ•モッツァレラ•グラナ
ンドゥイヤ•ブラックペッパー

アンティーキ•サポーリ 1400
antichi sapori
ルッコラ•モルタデッラ•ミニトマト•グラナ
燻製モッツァレラ•モッツァレラ

ブラッチョ•ディ•フェッロ 1400
braccio di ferro
ほうれん草ソース•モッツァレラ
ミラノサラミ•グラナ•黒こしょう

プロシュート•ルッコラ 1830
prosciutto rucola
トマトソース•ルッコラ•モッツァレラ
グラナ•バージンオリーブオイル
生ハム•リコッタチーズ

ナポレターナ 1020
napoletana
トマトソース•オレガノ•アンチョビ
ニンニク•バジル•ブラックオリーブ
ミニトマト•オイル

スカルパリエッロ 1130
scarpariello
トマトソース•オレガノ•グラナ•バジル
ニンニク•ミニトマト•ブラックオリーブ
コショウ•オイル

マルゲリータ
ビアンカ
margherita bianca

1450
ミニトマト•モッツァレラ•グラナ
バジル

マルゲリータ
クラシカ　
margherita classica

1180
トマトソース
モッツァレラ
グラナ•バジル

黄金のマルゲリータ 
margherita gold

1510
イエロートマト•モッツァレラ
グラナ•バジル

マルゲリータ
プローヴォラ
margherita provola

1670
トマトソース•グラナ•バジル
水牛燻製モッツァレラ

マルゲリータ
エクストラ
margherita extra

1720
トマトソース•グラナ•バジル
水牛モッツァレラ

マルゲリータ
スペチャーレ
margherita speciale

1780
トマトソース•グラナ•ミニトマト
水牛モッツァレラ
バージンオリーブオイル•バジル

チチニエッリ 1290
ticinielli
トマトソース•ミニトマト•オレガノ
バジル•しらす•ニンニク•オイル


