ANTIPASTI E MINESTRE

PIZZA ピザ

前菜 スープ アンティパスト

Margherita
ピザ マルゲリータ
トマトソース モッツァレッラ

Insalata Basilico
関⻄サラダ 冬野菜 チアシード(S)
鶏胸⾁, ⼜ アボカドをお選びの場合、追加で500円頂戴しております

1100

Burrata in insalata con pomodorini arrosto
ローストトマトとブッラータのサラダ(V)

1600

Insalata di pere, noci e Gorgonzola
冬の梨とゴルゴンゾーラチーズのサラダ(A)(V)

1100

Selezione di salumi
塩漬ミートのセレクション(P)

1600

Zuppa di cavolfiore e Gorgonzola
カリフラワーとゴルゴンゾーラのスープ(V)

900

Minestrone di verdure invernali
冬野菜のミネストローネ (V)

900

PASTA パスタ

1600
バジル(V)

Bufalina
ピザ ブファリーナ
トマトソース バッファロ・モッツァレッラ バジル(V)(S)

2000

Ortolana
ピザ オルトラーナ
トマトソース 茄⼦ ズッキーニ モッツァレッラ バジル(V)

1600

Quattro formaggi
ピザ クアトロ フロマージュ
リコッタ ゴルゴンゾーラ モッツァレッラ

1600
グラナ・パダーノ(V)

Tonno e cipolla
ピザ トンノ エ チポッラ
トマトソース ツナ レッドオニオン ケッパー オレガノ

1600

Diavola
ピザ ディアボラ
トマトソース モッツァレッラ
レッドオニオン

1700
ンドゥイヤ

スパイシーサラミ(P)

Quattro stagioni
ピザ クワトロ スタジオーニ
トマトソース モッツァレッラ ハム マッシュルーム
オリーブ(P)

1700

Linguine al pesto Genovese con verdurine locali
リングイネ ジェノベーゼ バジルペースト 冬野菜(V)

1650

Paccheri ai porcini
パッケリ ポルチーニ クリーム ペコリーノ・ロマーノ(A)(V)

1750

Risotto ai gamberi e zafferano
エビとサフランのリゾット(A)

1750

Linguini alle vongole
リングイネ サスティナブル

1650

Cavolfiore alla griglia con sugo di pomodoro
1600
窯焼きカリフラワーのステーキ トマトスーゴ フレッシュハーブサラダ(V)

1750

Pollo arrosto e verdure con salsa verde
阿波尾鶏のグリル 野菜の薪窯焼き サルサ・ベルデ

1800

Bistecca di manzo, cavolo nero, purè di patate
US サーロイン / 黒⽑和⽜サーロイン カーボロネロ
バローロのジュ(A)

2200 / 5200

アーティチョーク

Pizza del giorno
本⽇のピザ（詳しくはサービススタッフにお尋ね下さい）

1700

SECONDI PIATTI メイン
アサリ チリ

ガリック

トマト(A)

Pappardelle alla Vaccinara
パッパルデッレ オックステール セロリラグー(A)(S)
Salse e formati di pasta classici
オプション 1 種類のパスタと 1 種類のソースを
お選びいただけます
Salse
クラッシクソース
Pomodoro / Arrabbiata / Puttanesca (A)
Bolognese (A) / Carbonara (P) / Amatriciana (P)
ポモドーロ / アラビアータ / プッタネスカ(A)
ボロネーゼ(A) / カルボナーラ(P) / アマトリチャーナ(P)
Pasta
パスタ
Pasta fresca; Pappardelle, tagliatelle, gnocchi
Pasta secca: Penne, linguine, spaghetti
⽣パスタ ：パッパルデッレ,タリアテッレ,ニョッキ
乾燥パスタ：ペンネ,リングイネ,スパゲティ

ポテトピューレ

Pesce / Carne del giorno
本⽇の⿂メイン / 本⽇のメイン

1650
1750

Market Price
マーケットプライス

DOLCI デザート
Tiramisu,
ティラミス
サヴォイアルディ・ビスコッティ マスカルポーネ コーヒー
ベイリーズクリーム(A)(S)

800

Basilico panna cotta
バジリコパンナコッタ
クリーム バジルピューレ ミックスベリー(P)

800

Torta al cioccolato
温かいグルテンフリー チョコレートケーキ

1000
バニラクリーム ベリー

Gelato - Vaniglia, cioccolato, fragola
ジェラート (バニラ、チョコレート、ストロベリー) 2 scoops

PRANZO

CENA

11:30 – 15:00
プロンツォ
Antipasto , Pasta o Pizza, Dolce del Giorno
2500
本⽇の前菜 / パスタ⼜はピザ / デザート
紅茶 ⼜は コーヒー

17:30 – 20:00
セナ
Antipasto, Pasta, Piatto Principale, Dolce del Giorno
4000
本⽇の前菜 / パスタ / メイン / デザート
紅茶 ⼜は コーヒー

スープを追加されたい場合+500 円頂戴しております

スープを追加されたい場合+500 円頂戴しております

メインを追加されたい場合+1,000 円頂戴しております

Healthy options (S) Chef’s signature dish (P) contain pork (V) vegetarian (A) alcohol
(S) 表示のメニューはシェフおすすめの一品です (P) の表示がありますメニューは豚肉が入っております (V) ベジタリアン (A) アルコール
Gluten-free food is available, グルテンフリーメニューのご用意が御座います
Please ask our chef for recommendations in case of allergens.アレルギーをお持ちの方は、スタッフまでお申し付け下さい
All prices are subject to government tax and 10% service charge. 全ての料⾦には、税⾦と 10%のサービスチャージが加算されます

500

PIZZA

ANTIPASTI E MINESTRE
Insalata Basilico
Kansai grown leaves, seasonal vegetables, balsamic dressing, chia seeds
Add Chicken breast Or Avocado – 500 JPY (S)

1100

Burrata in insalata con pomodorini arrosto
Roasted tomatoes and burrata salad (V)

1600

Insalata di pere, noci e Gorgonzola
Winter pear, walnut and gorgonzola salad (A) (V)

1100

Selezione di salumi
Cured meats selection (P)

1600

Zuppa di cavolfiore e Gorgonzola
Cauliflower and Gorgonzola soup (V)

900

Minestrone di verdure invernali
Winter vegetable minestrone soup (V)

900

PASTA
Linguine al pesto Genovese con verdurine locali
Linguine with basil pesto and thoughtfully sourced seasonal vegetables (V)

1650

Paccheri ai porcini
Paccheri with porcini, cream and pecorino Romano (A) (V)

1750

Margherita
Tomato sauce, mozzarella, basil (V)

1600

Bufalina
Tomato sauce, buffalo mozzarella, basil (V) (S)

2000

Ortolana
Tomato sauce, eggplant, zucchini, mozzarella cheese and basil (V)

1600

Quattro formaggi
Ricotta, Gorgonzola, mozzarella, Grana Padano (V)

1600

Tonno e cipolla
Tomato sauce, tuna, red onion, capers, oregano

1600

Diavola
Tomato sauce, mozzarella, nduja, spicy salami, red onion (P)

1700

Quattro stagioni
Tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms, artichokes, olives (P)

1700

Pizza del giorno
Pizza of the day

1700

SECONDI PIATTI
Cavolfiore alla griglia con sugo di pomodoro

1600

Grilled cauliflower steak, tomato sugo, fresh herbs salad (V)

Risotto ai gamberi e zafferano
Shrimp and saffron risotto (A)

1750

Linguine alla vongole
Linguine, sustainable clams, chili, garlic, tomato (A)

1650

Pappardelle alla Vaccinara
Pappardelle, oxtail and celery ragu (A) (S)

1750

Pollo arrosto e verdure con salsa verde
Wood fire oven Awaodori chicken, sesonal vegetables, salsa verde

Pesce / Carne del giorno
Catch of the day / Main dish of the day

Salse e formati di pasta classici
Create your favorite pasta by choosing
one pasta and one traditional sauce

2200/5200
Market price

DOLCI

Salse
Pomodoro / Arrabiata / Puttanesca (A)

1650

Bolognese (A) / Carbonara (P) / Amatriciana (P)

1750

Pasta
Pasta fresca; Pappardelle, Tagliatelle, Gnocchi
Pasta secca: Penne, linguine, spaghetti

Bistecca di manzo, cavalo nero, purè di patate.
Sirloin steak, cavalo nero, potato puree, Barolo jus (A)
US sirloin / Japanese kroge wagyu

1800

Tiramisu,
Saviordi biscuit, mascarpone, coffee, Baileys cream (A) (S)

800

Basilico panna cotta
Heavy cream, fresh basil puree, mixed berris (P)

800

Torta al cioccolato
Warm flourless chocolate cake, vanilla cream, berries

1000

Gelato - Vaniglia, cioccolato, fragola
Ice cream – Vanilla, chocolate, strawberry (2 scoops)

500

PRANZO

CENA

11:30 – 15:00
Lunch
Antipasto , Pasta o Pizza, Dolce del Giorno
2500
Antipaso, Pasta or Pizza, Dessert of the day

17:30 – 21:00
Dinner
Antipasto, Pasta, Piatto Principale, Dolce del Giorno
4000
Antipasto, Pasta, Main dish, Dessert of the day

(+ 500 JPY for soup)
(+ 1000 JPY for additional main dish)

(+ 500 JPY for soup)

Healthy options (S) Chef’s signature dish (P) contain pork (V) vegetarian (A) alcohol
(S) 表示のメニューはシェフおすすめの一品です (P) の表示がありますメニューは豚肉が入っております (V) ベジタリアン (A) アルコール
Gluten-free food is available, グルテンフリーメニューのご用意が御座います
Please ask our chef for recommendations in case of allergens.アレルギーをお持ちの方は、スタッフまでお申し付け下さい
All prices are subject to government tax and 10% service charge. 全ての料⾦には、税⾦と 10%のサービスチャージが加算されます

Basilico Caesar salad; romaine, endive, anchovy, pesto crouton
Bacon, pecorino Romano (P) (S)

1600

Pizza sandwich, tomato, buffalo mozzarella, Parma ham, arugula (P) (S)

1700

Multigrain Panini, chicken, olive tapenade, tomato, Fontina cheese

1700

Cheese Burger
Beef patty, sesame bun, cheddar cheese, bacon, and traditional condiments (P)

1800

Hamburger: Beef patty, pesto mayonnaise, pancetta,
Tallegio cheese, tomato, caramelized onion, arugula, potato fries (P)

2200

Japanese beef curry rice (P)

1500

(
(S)

Healthy options S) Chef’s signature dish (P) contain pork (V) vegetarian (A) alcohol
(P)

(V)
Gluten-free food is available.

Please ask our chef for recommendations in case of allergens.
All prices are subject to government tax and 10% service charge.
10%

(A)

