
T ボーンステーキ フィオレンティーナ  Bistecca alla fiorentina
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ミントの香る仔羊のロースト スコッタディート
Scottadito d´agnello

Tボーンステーキ フィオレンティーナ
Bistecca alla fiorentina
T born steak

10,000
6,000

1kg/

500g/

C A R NE

Tagliata di manzo

Scottadito d´agnello

Pollo alla diavora

Arrost di cervo salsa di vino italiana

Cotoletta alla milanese

Maiale alla griglia

Cotoletta alla Bolognese

黒毛和牛のタリアータ

ミントの香る仔羊のロースト スコッタディート

骨付き鶏のディアボロ ロースト

鹿肉のロースト イタリアワインのソース

ミラノ風カツレツ

白金豚厚切りグリル グレモラータソース

生ハムとモッツァレラチーズをのせた
仔牛のボローニャ風カツレツ

豚スペアリブと豆のトマト煮込み

Grilled “Kuroge Wagyu” beef

Roast lamb - flavored with mint

Grilled chicken on the bone “Diavolo”

Roasted vinison w/ Italian wine sauce

Milano style beef cutlet

Grilled pork w/ gremolata sauce

Calf cutlet w/ raw ham & mozzarella in Bologna-style

Stewed pork spareribs & beans w/ tomato sauce

3,200

1,980

1,900

2,200

1,900

2,400

2,200

1,800

/肉料理

Costine di maiale e fagioli
stufati nel pomodoro



Our risotto is using Italian carnaroli rice.
※当店のリゾットはイタリア産カルナローリ米を使用しています。

Pappardelle  al ragu con fave

Pappardelle w/ beef tendon & broad beans sauce

Pappardelle w/ wild boar, chestnut & red wine sauce

和牛スジとそら豆の煮込みソース
 パッパルデッレ

猪肉と栗の赤ワイン煮込みソース
 パッパルデッレ

1,880

1,780

PA STA Fre sca
 e  R ISOT TO /手打ちパスタ・リゾット
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Spaghetti alla norma

Spaghetti alla pescatora

Spaghetti con cavolo e bottarga

Spaghetti alle vongole verace

Spaghetti alla bolognese

Spaghetti alla carbonara

Spaghetti alla carettiella

Spaghetti aglio, olio e peperoncino

Linguine alla genovese con gamberone

Spaghetti w/ eggplant, ricotta cheese & tomato sauce

Spaghetti w/ seafood in tomato sauce

Spaghetti w/ dried mullet roe & cabbage in anchovy oil

Spaghetti vongole bianco or rosso

Spaghetti w/ meat sauce “Bolognese”

Spaghetti carbonara

Spaghetti w/ tomato, garlic & red pepper

Spaghetti peperoncino

Linguine w/ prawn, green asparagus & genovese sauce

茄子とリコッタサラータ
 トマトソーススパゲッティ“ノルマ”

スパゲッティ ペスカトーラ
“魚介のトマトソース”

ボッタルガとキャベツ、
アンチョビのスパゲッティ

活けアサリのスパゲッティ
 ボンゴレ（ビアンコ/ロッソ）

スパゲッティボロネーゼ

ローマ風カルボナーラ スパゲッティ

スパゲッティ カレッティエッラ

スパゲッティ アーリオ オリオ エ ペペロンチーノ

大海老とグリーンアスパラのリングイネ
 ジェノベーゼ

1,580

1,880

1,800

1,680

1,580

1,600

1,400

1,300

1,700

PA STA /ロングパスタ

Vino rosso bollito con pappardelle
di cinghiale e castagna

地ハマグリと自家製セミドライトマトのタリオリーニ

ウサギ肉の白ワイン煮込み キタッラ

フレッシュポルチーニ茸のリゾット

イカ墨のリゾット

４種チーズのクリームリゾット

栗のリゾット

マンマのラザニア

Tagliolini ai molluschi con pomodoro secchi

Chitarra al sugo di coniglio

Risotto ai porcini

Risotto al nero di seppie

Risotto ai 4 formaggi

Risotto alle castagne

Lasagna alla manma

Tariorini w/ clam & homemade Semi-dried tomatoes

Chitarra w/ rabbit meat in white wine sauce

Fresh porcini mushrooms risotto

Squid ink risotto

Risotto w/ 4 kinds of cheese in cream sauce

Chestnut risotto

Lasagna

1,680

1,700

1,880

1,600

1,780

1,580

1,800



DOLCEDOLCE
Monte bianco

Panna cotta

Tiramisu

Torta caprese

Gelato

Torta di stagione

Italian ricotta cheese cake

モンテビアンコ

パンナコッタ

ティラミス

トルタカプレーゼ

ジェラート

季節のタルト

リコッタチーズのケーキ

800

700

750

750

600

750

800

White mountain chestnut cake

Panna cotta

Tiramisu

Italian chocolate & nuts cake 

Italian ice cream

Seasonal tart

Ricotta cheese cake

/ドルチェ
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