
鹿肉とリンゴのカルパッチョ  Carpaccio di cervo con mela

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout. Image for illustration purposes only.
このメニューに記載されている価格は全て税抜き表示です。ご精算時消費税相当額を申し受けます。写真はイメージです。

季節野菜のバーニャカウダ  Bagna cauda
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A N TIPA STI f reddoA N TIPA STI f reddo

アンティパストフレッドミスト（前菜盛合せ）  

鮮魚のカルパッチョ

パルマ産 生ハムとサラミ

広島県産かきと自家製パンチェッタオイルマリネ

鶏白レバーのムース

鹿肉とリンゴのカルパッチョ

炙り秋刀魚のマリネ アンチョビアマーロソース

プロシュートコットと西洋わさび

牛ローストカルパッチョ仕立て

パテドカンパーニュ

季節野菜のバーニャカウダ

小魚のエスカベッシュ

ミックスオリーブマリネ

自家製ピクルス

チーズの盛合わせ

980

1,980

1,980

980

880

1,580

1,380

1,480

1,480

980

1,580

680

680

680

1,280

Antipasto freddo misto

Carpaccio

Affettato misto

Marinato di ostrica e pancetta

Mousse di fegato di pollo

Carpaccio di cervo con mela

Marinato di pesci d’autunno

Prosciutto cotto e rafano

Carpaccio di arrosto di manzo

Pate di campagna

Bagna cauda

Pesciolini alla scapece

Olive marinate

Verdure sott’ aceto

Formaggio misto

Assorted appetizers

Assorted fish carpaccio

Prosciutto & salami

Marinated oyster & homemade pancetta 

Chicken liver paste

Venison & apple carpaccio

Marinated broiler saury w/ anchovy sauce

Prosciutto cotto w/ horseradish

Roast beef carpaccio

Pate de campagne

Bagna cauda

Marinated small fish “Escabeche”

Mixed marinated olive

Marinated vegetables

Assorted cheese

1,580S/ 

1p/

L/

2名様より

/冷たい前菜

パテドカンパーニュ  Pate di campagna

ルッコラと生ハムのサラダ

アンディーヴ、くるみ、
 ゴルゴンゾーラ果実サラダ

ロメインレタスのシーザーサラダ

フェンネルのサラダ

クレソンとマッシュルームのサラダ

温野菜とまぐろのカラスミサラダ

Insalata di rucola con prosciutto

Insalata di cicora e noce
 e gorgonzola e frutta

Insalata al cezali

Insalata di finocchi

Insalata di crescione e champignon

Verdure calde e insalata di tonno

1,280

1,380

1,200

1,200

1,200

1,300

Rocket, uncured ham salad

Endive, walnut & gorgonzola salad 

Caesar salad

Fennel salad

Watercress & mashroom salad

 Steamed vegetables, tuna & dried mullet roe salad

INSA L ATE /サラダ



A N TIPA STI ca ldoA N TIPA STI ca ldo

魚介のフリットミスト

国産豚を使った
 自家製サルシッチャのグリル

Fritto misto di mare

Salsiccia alla griglia
Seafood fritter

Grilled homemade salsiccia (Japanese pork)

1,680

1,280

/温かい前菜

3 種のチーズオムレツ  Frittata di  3 formaggi

Price listed in this menu is the tax omission display all. I will be charged a tax equivalent in Checkout. Image for illustration purposes only.
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アサリとムール貝白ワイン蒸し

ポルチーニ茸のフリット

殻つき牡蠣のオーブン焼き

3種のチーズオムレツ

季節野菜のグリル盛り合わせ

スパイシーズッキーニチップス

トリッパのトマト煮

シャンピニオンキノコのガーリックソテー

Vongole e cozze al vapore

Fritto di porcini

Griglia del forno a ostriche

Frittata di  3 formaggi

Verclure alla griglia

Punte zucchina

Trippa al pomodoro

L’aglio ai funghi champignon saute

Steamed clam & mussel in white wine

Porcini frit

Oven baked oyster

3 kinds of cheese omlet

Assorted grilled seasonal vegetables

Spicy zucchini chips

Stewed tomato & tripe

Sauteed mushroom w/ garlic

1,580

1,580

 1p. 550

1,580

1,480

780

1,380

880



PESCE IN TEROPESCE IN TERO

ASK
Pesce intero a cuocere su misura

Today's whole fish - choose the way to cook
本日の一本魚 お好きな調理法でどうぞ

Cacciucco

Acqua pazza 

Alla griglia

Al forno

Stewed with seafood & tomato

Poached with clam & mussels

Grilled with vegetables

Oven baked with tomato, potato & herb

魚介のトマト煮  カチュッコ

アサリとムール貝、オリーブオイルと水で煮るのがアクアパッツァ

シンプルなグリル  焼き野菜をそえて

トマトとじゃがいも、ハーブを利かせたオーブン焼き  アルフォルノ

最後のスープでリゾット 又は パスタに出来ます。 ＋1000

最後のスープでリゾット 又は パスタに出来ます。 ＋1000

/丸ごと1尾魚料理

アサリとムール貝、オリーブオイルと水で煮るのがアクアパッツァ  Acqua pazza

魚介のトマト煮  カチュッコ  Cacciucco
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