
レギュラーコーヒー／Coffee 380yen+tax
カフェアメリカーノ／Caffè Americano 380yen+tax
カフェラテ／Caffè Latte 480yen+tax
マロッキーノ（ヘーゼルナッツチョコ&カフェラテ）
Marocchino (Caffè latte with hazelnut chocolate) 550yen+tax

エスプレッソ／Espresso 350yen+tax
エスプレッソマキアート／Caffè Macchiato 380yen+tax

MENU
カプチーノ／Cappuccino 480yen+tax
ホットチョコレート／Hot Chocolate drink 480yen+tax
アイスコーヒー（レギュラー）／Coffee （Iced） 380yen+tax
アイスアメリカーノ／Caffè Americano （Iced） 380yen+tax
アイスラテ／Caffè Latte (Iced) 480yen+tax
アイスチョコレート／Iced Chocolate drink 480yen+tax

※［お替り］  コーヒー：-100yen+tax　紅茶：-100yen+tax　 *［refill］  Coffee：-100yen+tax　Black tea：-100yen+tax

生ハムのパニーノ／Panino with Prosciutto 600yen+tax
ローストポークのパニーノ／Panino with roasted pork 600yen+tax

セイロンティー／Ceylon tea 380yen+tax
アールグレイティー／Earl Grey tea 380yen+tax

グリーンルイボスティー／Green rooibos tea 400yen+tax
アイスアールグレイティー／Earl Grey tea (Iced) 380yen+tax

レバーのパテ／Liver putty 500yen+tax
アンチョビポテト／Anchovy potato 500yen+tax
ミニトマトのピクルス／Cherry tomato pickles 500yen+tax
野菜のディップ／Vegetable dip 500yen+tax
トリッパのトマト煮込み／Tomato stew with trippa 500yen+tax

アヒージョ／Ajillo
エビ／Shrimp 500yen+tax
マッシュルーム／Mushroom 500yen+tax
鳥砂肝／Gizzard 500yen+tax

各種チーズ／Various cheeses
ゴルゴンゾーラ／Gorgonzola 500yen+tax
グリュイエール／Gruyere 500yen+tax
カマンベール／Camembert 500yen+tax
スモーク／Smoked cheese 500yen+tax
盛り合わせ／Assorted cheese 1,200yen+tax

生ハムとサラミの盛り合わせ
Assorted ham and salami 1,200yen+tax

自家製ブレッド／Homemade bread 350yen+tax

魚介と野菜のフリット／Fish and vegetable frit 850yen+tax
鮮魚のカルパッチョ／Fresh fish carpaccio 1,200yen+tax

ポルケッタ（豚バラ香草ロースト）
Polketta (Roasted pork with rose herb) 1,300yen+tax

ポルペッテ（イタリア風トマト煮込みハンバーグ）
Polpette (Italian-style tomato stewed hamburger) 980yen+tax

自家製ソーセージ／Homemade sausage 950yen+tax

小麦のニョッキ ゴルゴンゾーラ
Wheat Gnocchi Gorgonzola 980yen+tax

スパゲッティーニ フルーツトマトとフレッシュバジル
Spaghettini of fruit tomato with fresh basil 980yen+tax

リングイネ 野菜とベーコンのジェノベーゼ
Linguine Genovese with vegetables and bacon 880yen+tax

フェットゥチーネ 国産牛のラグー
Fettuccine with ragout 950yen+tax

ポルチーニのリゾット／Porcini 980yen+tax
ゴルゴンゾーラのクリームリゾット／Gorgonzola cream 950yen+tax

マルゲリータ／Margherita 980yen+tax
生ハムとルッコラ／Prosciutto with arugula 980yen+tax
アルザスの白いピザ／Alsaziana (white pizza) 1,150yen+tax

サラダボール／Salad bowl 980yen+tax
シーザーサラダ／Caesar salad 850yen+tax

カンノーロ／Cannolo
チーズクリーム／Cream cheese 500yen+tax
ミルククリーム／Milk cream 500yen+tax

アフォガート／Affogato 600yen+tax
本日のアイス、 ジェラート／Today's icecream, Gelato 400yen+tax

コーヒー／Coffee
Take out Ok!

Take out Ok!
紅茶／Black tea

パニーノ／Panino

ニョッキ／Gnocchi

パスタ／Pasta

リゾット／Risotto

ピザ／Pizza

サラダ／Salad

デザート／Dessert

アンティパスト／Antipasto

魚料理／Fish recipe

肉料理／Meat recipe

Take out Ok!



スプマンテ／Spumante
サン マティオ ヴィノ スプマンテ ブリュット
San Mateo Vino Spumante Brut 　500yen+tax 　3,000yen+tax

ピノ シャルドネ SP スカリエッティ
Pinot Chardonnay SP Scaletti 　800yen+tax 　4,800yen+tax

赤ワイン／Red wine
センシィ ヴィルト ロッソ
Sensi Virto Rosso 　500yen+tax 　3,000yen+tax

ファットリアディ カラビアーノ サンジョベーゼ
Fattoriadi Calabiano Sangiovese 　550yen+tax 　3,300yen+tax

カンポルーチェ キャンティ オーガニック D. O. C. G
Sensi Campoluce Chianti Biologico 　600yen+tax 　3,500yen+tax

ビアンキ モンテプルチアーノ
Bianchi Montepulciano d'Abruzzo 　680yen+tax 　4,000yen+tax

センシィ ニンファット
Sensi Ninfato 　900yen+tax 　5,400yen+tax

オフェオ ネロ ダーヴォラ
O'feo Nero D'avola 　980yen+tax 　5,800yen+tax

白ワイン／White wine
センシィ ヴィルト ビアンコ
Sensi Virto Bianco 　500yen+tax 　3,000yen+tax

ファットリア ディ カラピアーノ シャルドネ
Fattoria di Calappiano Chardonnay 　550yen+tax 　3,300yen+tax

セッラ＆モスカ ヴェルメンティーノ
Sella & Mosca Vermentino 　650yen+tax 　3,800yen+tax

ヴェルディッキオ イエージ
Verdicchio Jesi 　750yen+tax 　4,500yen+tax

ベルターニ ソアーヴェ セレオーレ10
Bertani Soave Sereole 10 　950yen+tax 　5,600yen+tax

オフェオ インツォリア
O'feo Inzolia 　980yen+tax 　5,800yen+tax

ワイン／Wine

生ビール／Draft beer
プレミアムモルツ 香るエール 500yen+tax

イタリアビール／Italian beer
モレッティ／Moretti 700yen+tax
ペローニ／Peroni 700yen+tax

オールフリー（アルコールフリー）／Alchol-free beer 500yen+tax

ビール／Beer

グラッパ／Grappa
サルパ ディ ポーリ／Grappa Sarpa Di Poli 850yen+tax

デザートワイン／Dessert Wine
ルイス フェリペ エドワーズ レイト ハーベスト
Luis Felipe Edwards Late Harvest 650yen+tax

食後酒／After dinner

ジン／Gin
ジントニック ／ ジンバック
Gin and Tonic, Gin Buck 500yen+tax
ウォッカ／Vodka
モスコミュール ／ スクリュードライバー
Moscow Mule, Screw Driver 500yen+tax
テキーラ／Tequila
テキーラトニック ・ テキーラオレンジ
Tequila and Tonic, Tequila Sunrise 500yen+tax
ラム／Rum
モヒート ／ キューバリブレ
Mojito, Cuba Libre 500yen+tax
カンパリ／Campari
カンパリオレンジ ／ スプモーニ
Campari and Orange, Spumoni 500yen+tax
カシス／Cassis
カシスオレンジ ／ カシスグレープ
Cassis and Orange,  Cassis and Grape 500yen+tax
アマレット／Amaretto
アマレットジンジャー ／ イタリアンアイスティー
Amaretto and Gingerale, Italian iced tea 500yen+tax
アペロール／Aperol
ヴェネチアモヒート ／ アペロールモーニ
Venezian Mojito, Aperol Moni 500yen+tax
リモンチェッロ／Limoncello
リモンチェッロソーダ ／ リモンチェッロモーニ
Limoncello and soda, Limoncello Moni 500yen+tax

カクテル／Cocktail

コーラ／Coka Cola 380yen+tax
ジンジャーエール／Gingerale 380yen+tax
ブラッドオレンジジュース／Blood Orange juice 500yen+tax
グレープフルーツジュース／Grapefruit juice 380yen+tax
トマトジュース／Tomato juice 380yen+tax
ナティア ナチュラルミネラルウォーター
Natia Natural Mineral Water 600yen+tax

サンペレグリノ／S.Pellegrino 600yen+tax
ウーロン茶／Oolong tea 380yen+tax

ソフトドリンク／Soft Drink

マンゴー／Mango 600yen+tax

スムージー／Smoothie

自家製サングリア（赤）／Homemade sangria (red) 550yen+tax
サングリア／Sangria

メーカーズマーク／Maker's Mark
ハイボール／Highball 650yen+tax
ロック／On the rocks 650yen+tax

ジムビーム／Jim Beam
ハイボール／Highball 500yen+tax
ロック／On the rocks 500yen+tax

ウイスキー／Whisky


