
前菜・つまみ

ご一緒にどうぞ

2名様より承ります 700

880

900

780

1,280

1,280

980

780

780

580

1p.アンティパストミスト

本日の魚のカルパッチョ

ローストビーフのカルパッチョ

スモークサーモン、オリーヴ、ケッパーマリネ

トマト、モッツァレラのカプレーゼ

3種チーズオムレツ

海老の香草アヒージョ

シラスとジャガイモのアヒージョ

香草オリエンタルフライドポテト

ピクルスとオリーヴ

Assorted appetizer

Today’ s fish carpaccio

Roast beef carpaccio

Smoked salmon, olive & caper marinade

Tomato & mozzarella cheese caprese

3 kinds of cheese omelette

Shrimp ajillo with herb

Whitebait & potato ajillo

Herbal french fries

Pickles & olive

Appetizers
3 kinds of cheese omelette / 3種チーズオムレツ

Assorted appetizer / アンティパストミスト

Today’ s fish carpaccio / 本日の魚のカルパッチョ

Roast beef carpaccio / ローストビーフのカルパッチョ

ハウスワイン（赤/白）

ハウススパークリングワイン

550

650

glass

glass

House wine (red/white)

house sparkling wine

Alcoholic Drink
650

750

アサヒスーパードライ生

コロナエキストラ

Asahi super dry

Corona extra
880

750

ギネス

ペローニアズーロ

Guinness

Peroni azzuro



Margherita salad 
 / オレンジ、チコリ、ツナの
　マルゲリータサラダ

Mimosa bouquet salad 
 / ミモザブーケサラダ

Seasonal vegetable bagna cauda
 / 旬の野菜のバーニャカウダ

Octopus & celery salad 
 / タコとセロリのレモンサラダ

このメニューに記載されている価格は全て税抜きです。ご精算時に消費税相当額を申し受けます。写真はイメージです。
 Price listed in this menu is the tax omission display all. We will be charged a tax equivalent at checkout. The photo is for illustrative purposes only.

Salad サラダ

1,550

1,100

980

1,280

1,280

1,280

1,180

1,080

旬の野菜のバーニャカウダ

ローストビーフのサラダ

ミモザブーケサラダ

オレンジ、チコリ、ツナのマルゲリータサラダ

マッシュルームとクレソンのサラダ

海老とアボカドのサラダ

タコとセロリのレモンサラダ

シーザーサラダ

Seasonal vegetable bagna cauda

Roast beef salad

Mimosa bouquet salad

Margherita salad (orange, chicory & tuna)

Mushroom & watercress salad

Shrimp & avocado salad

Octopus & celery salad

Caesar salad

Mushroom 
& watercress salad 
 / マッシュルームと
　クレソンのサラダ



Shrimp & seafood genovese / 海老と魚介のジェノベーゼ

Homemade pasta with beef shank ragout sauce / 牛スネ肉のラグーソース 手打ちパスタ



1,580

1,480

1,580

1,180

1,580

1,280

1,380

1,280

1,280

1,280

1,380

1,280

1,580

雲丹のクリームソース 手打ちパスタ

牛スネ肉のラグーソース 手打ちパスタ

魚介のペスカトーレ ロッソまたはビアンコ

シラスとアオサのアーリオオーリオペペロンチーノ

海老と魚介のジェノベーゼ

マスカルポーネとバジルのトマトソース

濃厚なるカルボナーラ

旬の野菜のオルトラーナ

アサリのボンゴレビアンコ

ボローニャ風ボロネーゼ

ホタテのレモンクリームソース

蟹とフレッシュトマトのビアンコ

大海老のアメリケーヌソース 手打ちパスタ

Homemade pasta with Uni cream sauce

Homemade pasta 
with king prawn Americaine sauce

Homemade pasta with beef shank ragout sauce

Seafood pescatore (rosso or bianco)

Whitebait & laver aglio olio peperoncino

Shrimp & seafood genovese

Tomato sauce with mascarpone & basil

Rich carbonara

Seasonal vegetable ortolana

Asari clam bongole bianco

Bolognese 

Scallop & lemon cream sauce

Crab & fresh tomato bianco

Pasta パスタ

Homemade pasta with Uni cream sauce
 / 雲丹のクリームソース 手打ちパスタ

Asari clam bongole bianco
 / アサリのボンゴレビアンコ

Homemade pasta with king prawn Americaine sauce
 / 大海老のアメリケーヌソース 手打ちパスタ

Scallop & lemon cream sauce
 / ホタテのレモンクリームソース

Seasonal vegetable ortolana
 / 旬の野菜のオルトラーナ

このメニューに記載されている価格は全て税抜きです。ご精算時に消費税相当額を申し受けます。写真はイメージです。
Price listed in this menu is the tax omission display all. We will be charged a tax equivalent at checkout. The photo is for illustrative purposes only.

Catalana /カタラーナ

ご一緒にどうぞDolce
700

700

780

ティラミス

フルーツのパンナコッタ

イタリアンチーズケーキ

Tiramisu

Fruit panna cotta

Italian cheese cake
780

700

チョコレートのテリーヌ

カタラーナ

Chocolate terrine

Catalana



1,580

1,580

1,580

1,680

1,280

1,380

1,180

1,280

1,180

1,280

1,180

1,280

1,580

1,380

1,580

1,680

卵と生ハムのビスマルクピッツァ

魚介のジェノベーゼピッツァ

生ハムとルーコラのピッツァ

クアトロフォルマッジョ

ローストビーフのピッツァ

蟹とマスカルポーネのピッツァ

スモークサーモンとパプリカのピッツァ

ベーコンとマッシュルーム、キノコのピッツァ

シラスとレモンの湘南ピッツァ

イタリアンソーセージとズッキーニのピッツァ

シラスとオリーヴのマリナーラ

イタリアンサラミのディアボロピッツァ

海老とモッツァレラのアメリケーヌピッツァ

マルゲリータ

マシュマロ、カカオのヌテラピッツァ

アップル、シナモンのヌテラピッツァ

Egg & prosciutto bismarck pizza

Seafood genovese pizza

Prosciutto & rocket pizza

Quattro formaggi

Roast beef pizza

Crab & mascarpone pizza

Smoked salmon & paprika pizza

Bacon & mushroom pizza

Shonan style whitebait & lemon pizza

Italian sausage & zucchini pizza

Whitebait & olive marinara

Italian salami diavolo pizza

Shrimp & mozzarella americaine pizza

Margherita pizza

Marshmallow & cacao nutella pizza

Apple & cinnamon nutella pizza

Pizza ピッツァ

Egg & prosciutto bismarck pizza
 / 卵と生ハムのビスマルクピッツァ

Prosciutto & rocket pizza
 / 生ハムとルーコラのピッツァ

Seafood genovese pizza
 / 魚介のジェノベーゼピッツァ

Roast beef pizza
 / ローストビーフのピッツァ

Whitebait & olive marinara
 / シラスとオリーヴのマリナーラ

Crab & mascarpone pizza
 / 蟹とマスカルポーネのピッツァ

Marshmallow & cacao nutella pizza
 / マシュマロ、カカオのヌテラピッツァ

Apple & cinnamon nutella pizza
 / アップル、シナモンのヌテラピッツァ



Pizza is one of the few foods that almost everyone knows and loves around 

the world. It’s cheesy, delicious, and just about everywhere. 

Please enjoy our original and some traditional pizza we made.

Margherita / マルゲリータ

このメニューに記載されている価格は全て税抜きです。ご精算時に消費税相当額を申し受けます。写真はイメージです。
Price listed in this menu is the tax omission display all. We will be charged a tax equivalent at checkout. The photo is for illustrative purposes only.



1,280

1,100

ビーフカレー

シュリンプカレー

Beef curry

Shrimp curry

アンガス牛サーロインと十勝若牛赤身の2種肉コンボ

Angus sirloin beef
 & Tokachi young lean beef combo 2,980

アンガス牛サーロインと十勝若牛赤身、豚肉のグリル

Angus sirloin beef, Tokachi young 
 lean beef & grilled pork combo 3,980

サーモン香草グリルと海老チーズグラタンコンボ

Grilled herbal salmon 
 & cheese shrimp gratin combo 2,980

ロブスターグリルと十勝若牛赤身コンボ

Grilled robster 
 & Tokachi young lean beef combo 3,980

スペシャルコンボ

マルゲリータキッチン自慢のステーキ、グリル、シーフードを組み合わせたお得なセットです。

厳選したスパイスと甘みが出るまでじっくり
炒めた野菜に、牛、海老それぞれを加え
コトコト、コトコト煮込んだ優しいカレーです。

Curry カレー

Special Combo



肉料理

1,780

Main Dish
Carne

魚料理

1,680

1,480

1,980

1,980

1,980

200

Pesce

メインディッシュ

Tボーンステーキ

十勝若牛の赤身ステーキ

アンガス牛のサーロインステーキ

豚肉の香草グリル

鶏肉マッシュルームブラウンソースソテー

T-bone steak

Tokachi young beef lean steak

Angus beef sirloin steak

Grilled herbal pork

Sauteed chicken & mushroom
 with brown sauce

サーモン香草グリル

ムール貝、アサリの白ワイン蒸し

ロブスター香草バター

イタリアン漁師のトマト煮込み
“カチュッコ”

アクアパッツァ

Grilled herbal salmon

Steamed mussel & asari clam in white wine

Grilled robster with herbal butter

Stewed seafood with tomato “Caciucco”

ライス
Steamed rice

200パン
Bread

Acqua pazza

このメニューに記載されている価格は全て税抜きです。ご精算時に消費税相当額を申し受けます。写真はイメージです。
 Price listed in this menu is the tax omission display all. We will be charged a tax equivalent at checkout. The photo is for illustrative purposes only.

5,800

2,480

2,480

1,880

Grilled robster with herbal butter   / ロブスター香草バター

Stewed seafood with tomato “caciucco”  / イタリアン漁師のトマト煮込み “カチュッコ”

T-bone steak  /Tボーンステーキ

Grilled herbal pork
  / 豚肉の香草グリル

Sauteed chicken & mushroom
  / 鶏肉マッシュルームブラウンソースソテー

550

650

ハウスワイン（赤/白）

ハウススパークリングワイン

House wine (red/white)

house sparkling wine

ご一緒にどうぞAlcoholic Drink
glass

glass


