VERDE SPERANZA
ヴェルデランチ
Stuzzichino
最初の
一口前菜
Amuse Bouche

Antipasto
前菜
Appetizer

2,407yen

※それぞれのお好みのお料理を右ページより1品ずつお選び頂けます。

+

Primo Piatto
パスタ・リゾット
Pasta or Risotto

+

Dolce
デザート
Dessert

Caffe o Te
コーヒー
または 紅茶
Coffee or Tea

BIANCA TENTAZIONE
ビアンカランチ
Stuzzichino
最初の
一口前菜
Amuse Bouche

Antipasto
前菜
Appetizer

3,611yen

※それぞれのお好みのお料理を右ページより1品ずつお選び頂けます。

+

Primo Piatto
パスタ・リゾット
Pasta or Risotto

+

Secondo Piatto
魚料理・肉料理
Main Dish

+

Stuzzichino
最初の
一口前菜
Amuse Bouche

Antipasto

デザート

前菜
Appetizer

+

魚料理・肉料理
Main Dish

Dessert

Caffe o Te
コーヒー
または 紅茶
Coffee or Tea

3,149yen

※それぞれのお好みのお料理を右ページより1品ずつお選び頂けます。

Secondo Piatto

税込価格 3,900yen

Dolce

ROSSO DI SERA
ロッソランチ

税込価格 2,600yen

+

税込価格 3,400yen

Dolce
デザート
Dessert

Caffe o Te
コーヒー
または 紅茶
Coffee or Tea

■ 価格は税抜価格です。*Tax is NOT INCLUDED.

各ランチのお料 理は下 記よりお選び下さい。

Antipasti
前菜

＊ Torta di granchi e cipollotti con crema al vino bianco
本ズワイ蟹と九条葱のキッシュ 白ワインのクリーム添え

Crab meat cake with green onions and white wine flavored cream
＊ Insalata di burrata e petto d'anatra affumicato con pompelmo
ブッラータチーズと燻製鴨胸肉のサラダ仕立て グレープフルーツのアクセント

Burrata cheese and smoked duck breast with grapefruits
＊ Zuppa del giorno
本日のスープ

Soup of the day

Insalata verde
グリーンサラダ

Simple green salad

Degustazione, 3tipi di antipasti misti
前菜3種盛り合わせ【＊印のついた前菜3種】(+300yen)
Assorted 3kinds of appetizers ( ＊ marked appetizers.)

Primi Piatti
パスタ ・リゾット

Scialatielli con sarde e finocchi
シャラティエッリ 鰯とウイキョウのアーリオオーリオ

Scialatielli with sardins and fennels

Penne al ragu di maiale con peperoni verdi
ペンネ 米沢豚と青唐辛子のアラビアータ風ピリ辛トマトラグーソース

Tomato sauce penne with pork and green peppers

Risotto ai funghi
イタリア産ポルチーニといろいろキノコのリゾット

Mixed mushrooms risotto

Spaghetti ai ricci di mare.
生うにのスパゲッティ（＋500yen）

Spaghetti with sea urchin

Secondi Piatti
魚料理 ・ 肉料理

Cotletta di pesce spada con salsa ai peperoni rossi e coliandlo
メカジキのカツレツ 赤ピーマンのピューレのソースとフレッシュトマト
ライムとパクチーの香りに包まれて

Swordfish cutlet with red bell peppers sauce and coriander lime

Saltimbocca romano e pure di patate alla gorgonzola con salsa al vino rosso
ローマ風仔牛と生ハムのソテー サルティンボッカ
赤ワインとマディラのソース ゴルゴンゾーラ風味のマッシュポテト添え

Roman style sauted veal,
covered with dry-cured ham and gorgonzora mashed potato, red wine sauce.

Grigliata di manzo stagionato 21giorni
21日熟成 ブラックアンガス牛のステーキ（150g +1,200yen / 300g +2,400yen）

21days aged black angus beef steak

Dolci
デザート

＊ Ananas arrostito con semifreddo al rosmarino
パイナップルのロースト ローズマリーの香りで

Roasted pineapple with rosemary semifreddo
＊ Semifreddo al mango e al frutto della passione con pannacotta al cocco
マンゴーとパッションフルーツのセミフレッド ココナッツのパンナコッタと共に

Mango and passionfruits semi freddo with coconuts pannacotta
＊ Spuma di formaggi su pure di melone con gelato allo yogurt
メロンピューレに浮かべたフロマージュブランのムース ヨーグルトと抹茶の風味

Fresh cheese mousse with melon pure and yogurt ice cream

Gelato e sorbetto
ジェラートとソルベット

Ice cream & sorbet

Degustazione, 3tipi di dolci misti
デザート3種盛り合わせ【＊印のついたデザート3種】
（+300yen）
Assorted 3 kinds of desserts ( ＊ marked desserts.)
■ 価格は税抜価格です。*Tax is NOT INCLUDED.

