
WEEKDAY LUNCH 11:00-14:30 L.O.

PIZZA  TAKEOUT

TODAY’S  LUNCH
with Soup & Rice or Bread

［ スープ & ライス or パン ］

¥1200

本日のメニューは別紙にてご確認ください

日替わりランチ

CHEF'S SPECIALTY CURRY LUNCH
with Soup

［ スープ ］
¥1300シェフのこだわりカレーランチ

本日のメニューは別紙にてご確認ください

 +¥100ALL

WEEKLY PASTA LUNCH
with Soup

［ スープ ］

¥1200週替りパスタランチ

本日のメニューは別紙にてご確認ください

Margherita
マルゲリータ

［ロッソ or ビアンコ］

トマトソース・グラナパダーノ
乳牛モッツァレラ・バジル

¥1300

Marinara
マリナーラ

トマトソース・ニンニク・オレガノ
¥1100

チーズ増量 ¥250

Siciliana
シチリアーナ

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
オレガノ・アンチョビ・黒オリーブ

ケッパー

¥1300

※価格は全て税込です　Including tax

PIZZA LUNCH LUNCH SET

Margherita D.O.C
マルゲリータD.O.C

トマトソース・水牛モッツァレラ
グラナパダーノ・ミニトマト・バジル

¥2280

Pizza genovese
ジェノベーゼピッツァ

ジェノベーゼソース・乳牛モッツァレラ
グラナパダーノ・ミニトマト・サラミ

セルバチコ

¥1350

Cicenielli
チチニエリ

トマトソース・ニンニク・オレガノ
ミニトマト・釜揚げシラス

¥1300

Mice
マイス

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
コーン・生ハム・マヨネーズ

¥1300

Quattro formaggi
クワトロフォルマッジ

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
ゴルゴンゾーラ・リコッタチー

はちみつ

¥2280

Macellaio
マッチェライオ

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
ゴルゴンゾーラ・サルシッチャ
ソーセージ・生ハム・セルバチコ

¥2150

Funghi Bianco
truffle scent
フンギビアンコ
トリュフの香り

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
キノコ・トリュフオイル

¥1550

Bismarck of horse meat
Bolognese

馬肉のボロネーゼの
ビスマルク

馬肉のボロネーゼ・乳牛モッツァレラ
グラナパダーノ・卵・セルバチコ

¥1880

［ スープ付 ］

セットのパンを湯種パンに変更できます

湯種製法によりふわふわもちもち食感に！
ほのかな甘みがおいしい食事パンです。

¥200湯種パン
Water roux bread

MARKET SALAD LUNCH 
with Soup & Bread

［ スープ & パン ］

¥1350両国サラダランチ

新鮮野菜が彩り豊富にたっぷり入った
ボリューム感あるサラダプレート。
ワンプレートで様々な調理法のサラダが召し上げれます。

写真はイメージです

US ANGUS BEEF SIRLOIN STEAK LUNCH
with Soup & Bread or Rice

［ スープ & ライス or パン ］［ 250g ］
¥1850

US産アンガス牛
サーロインステーキランチ

ボリューム感あるステーキと
サラダ＆ポテトの付け合わせ

MONTHLY PASTA LUNCH
with Soup

［ スープ ］

¥1300今月のパスタランチ

本日のメニューは別紙にてご確認ください

add more cheese!

Apples and gorgonzola
リンゴとゴルゴンゾーラ

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
ゴルゴンゾーラ・りんご・はちみつ

¥2200

Smoked Salmon and
Green Onion Genovese
スモークサーモンと
長ねぎのジェノベーゼ

ジェノベーゼソース・乳牛モッツァレラ
グラナパダーノ・長ネギ

スモークサーモン・ミニトマト

¥2400
全メニュー TAKE OUT OK!



WEEKEND & HOLIDAY LUNCH 11:00-14:30 L.O.

PIZZAのみ  
TAKEOUT 箱代  ¥100

TODAY’S  LUNCH
with Soup & Rice or Bread

［ スープ & ライス or パン ］

メニューは別紙にてご確認ください

プレートランチ

厚切りベーコンのシーザーサラダ 半熟卵添え

フレンチフライ
フレンチフライ トリュフ風味のクリーム添え
テラスのやみつき唐揚げ
こぼれ生ハム

R ¥1280
L ¥1980

¥660
¥880
¥850

¥1350

CHEF'S SPECIALTY CURRY LUNCH
with Soup

［ スープ ］
シェフのこだわりカレーランチ

メニューは別紙にてご確認ください

WEEKLY PASTA LUNCH
with Soup

［ スープ ］
パスタランチ

メニューは別紙にてご確認ください

Margherita
マルゲリータ

［ロッソ or ビアンコ］

トマトソース・グラナパダーノ
乳牛モッツァレラ・バジル

¥1580

Marinara
マリナーラ

トマトソース・ニンニク・オレガノ
¥1180

チーズ増量 ¥250

Siciliana
シチリアーナ

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
オレガノ・アンチョビ・黒オリーブ

ケッパー

¥1690

※価格は全て税込です　Including tax

LUNCH ALCOHOLIC
ビール
シャンディガフ
レッドアイ
ハイボール
ジンジャーハイボール
ワイン（白・赤）
スパークリングワイン

＋ ¥550
＋ ¥500
＋ ¥500
＋ ¥550
＋ ¥500
＋ ¥550
＋ ¥500

PIZZA LUNCH LUNCH SET

SIDE MENU

Margherita D.O.C
マルゲリータD.O.C

トマトソース・水牛モッツァレラ
グラナパダーノ・ミニトマト・バジル

¥2280

Pizza genovese
ジェノベーゼピッツァ

ジェノベーゼソース・乳牛モッツァレラ
グラナパダーノ・ミニトマト・サラミ

セルバチコ

¥1780

Cicenielli
チチニエリ

トマトソース・ニンニク・オレガノ
ミニトマト・釜揚げシラス

¥1490

Mice
マイス

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
コーン・生ハム・マヨネーズ

¥1560

Quattro formaggi
クワトロフォルマッジ

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
ゴルゴンゾーラ・リコッタチー

はちみつ

¥2280

Macellaio
マッチェライオ

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
ゴルゴンゾーラ・サルシッチャ
ソーセージ・生ハム・セルバチコ

¥2150

Funghi Bianco
truffle scent
フンギビアンコ
トリュフの香り

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
キノコ・トリュフオイル

¥1730

Bismarck of horse meat
Bolognese

馬肉のボロネーゼの
ビスマルク

馬肉のボロネーゼ・乳牛モッツァレラ
グラナパダーノ・卵・セルバチコ

¥1880

［ スープ付 ］

セットのパンを湯種パンに変更できます

湯種製法によりふわふわもちもち食感に！
ほのかな甘みがおいしい食事パンです。

¥200湯種パン

US ANGUS BEEF SIRLOIN STEAK LUNCH
with Soup & Bread or Rice

［ スープ & ライス or パン ］［ 250g ］

¥2580

US産アンガス牛
サーロインステーキランチ

ボリューム感あるステーキと
サラダ＆ポテトの付け合わせ

add more cheese!

Apples and gorgonzola
リンゴとゴルゴンゾーラ

乳牛モッツァレラ・グラナパダーノ
ゴルゴンゾーラ・りんご・はちみつ

¥2200

Smoked Salmon and
Green Onion Genovese
スモークサーモンと
長ねぎのジェノベーゼ

ジェノベーゼソース・乳牛モッツァレラ
グラナパダーノ・長ネギ

スモークサーモン・ミニトマト

¥2400

パン2個
＋￥200

全メニュー 
TAKE OUT OK!

¥350
SETサラダ

写真はイメージです
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