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

Antipasto
前菜
Appetizer

2,315yen

※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

4,167yen

※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

3,241yen

※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 4,500yen

Dolce

ROSSO DI SERA
ロッソランチ

税込価格 2,500yen

+

税込価格 3,500yen

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

＊ Branchette di manzo in cocotte, testa torta
パイ包み焼きにした熟成牛のクリーム煮

Aging beef cream stew pot pie
＊ Cuscus alla orecchia di mare con salsa di acciughe
トコブシとクスクスのサラダ仕立て 肝とアンチョビのソース

Abalone & couscous salad with anchovy sauce
＊ 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

Caprese di burrata pugliese
プーリア産ブッラータチーズのカプレーゼ (+400yen)

Burrata cheese caprese (burrata cheese/fresh tomato/basil)

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 three appetizers ( ＊ marked appetizers.)

Primi Piatti
パスタ ・リゾット

Cannelloni ai frutti di mare
魚介類のカネロニ

Seafood cannelloni

Buccatini al ragu di cinghiale con cavolo nero
ブカティーニ 猪の赤ワインラグーとカボロネロのソース

Buccatini with red wine stewd wild boar meet and black cabbege sauce

Risotto nero su fritto di seppie e puntarelle
リゾットネロ 甲イカのフリットとプンタレッラのせ

Black risotto (squid ink) with calamari fritto & puntarelle

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

Cacciucco alla livornese
"カッチュッコ" リヴォルノ風魚介のスープ仕立て

Seafood soup LIVORNO style “Cacciucco”

Giambonetto di pollo al burro e salvia contornato di lenticchie.
大山鶏モモの肉詰めロースト "ジャンボネット" セージバターの香り

Italian sausage meat stuffed cicken leg roast, sage & butter flavor

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

＊ Torta di mele morbida profumato di cannella con semifreddo di mascarpone
リンゴとアマレッティのトルタ マスカルポーネのセミフレッド添え

Apple soft cake with mascarpone ice cream
＊ Spuma di cioccolata e pistacchi due strati
ピスタチオとチョコレートのムース グリオットチェリーソース

Chocolate & pistaccio mousse with griotte cherry sauce
＊ Crespelle con gelato fragola
クレームブリュレのクレープ いちごジェラート添え

Cream brulee crepe with strawberry 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 three desserts ( ＊ marked desserts.)

■ 価格は税抜価格です。*Tax is NOT INCLUDED.

