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

＊ Carpaccio di pesce spada affumicato condito con vinaigretto toscano
燻製炙りクロカジキのカルパッチョ 海ぶどうと彩り野菜を添えて トスカーナ風ビネグレットソース

Smoked swordfish carpaccio with white wine vinegar dressing

＊ Galantine di coniglio e fegato grasso con composta di KAKI
ウサギのモモ肉とフォアグラのガランティーナ 柿のコンポートと共に

Rabbit meat and foie gras roll with KAKI compote

＊ 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

Lasagne
熟成牛のミートソースと秋茄子のラザーニャ

Lasagna

Conchirie e molluschi
コンキリエ いろいろな貝類を使った白ワイン風味のソース

Conchirie with mixed shellfish sauce

Risotto alla raschera con castagna al vincotto
ラスケーラチーズのリゾット 栗のアグロドルチェのせ アマレッティの食感とバルサミコのアクセントで

Raschera cheese risotto with vincotto stewed malon

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

Salmone in padella con pure di patate agli agrumi, salsa di burro brucciato e uova di salmone
秋鮭のムニエルにサワーポテトとイクラを添えて ディル風味の焦がしバターソース

Sauteed salmon with sour mashed potatoes and salmon roe, brown butter sauce

Arrosto d’agnello provenzare contornato con caponata e salsa mostarda
仔羊背肉の地中海風香草パン粉焼き 根菜のカポナータ添え 粒マスタードのソースで

Roasted lamb Provencal with mustard 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

＊ Cannoli con fichi
イチジクのカンノーリ

Cannoli with figs

＊ Torta d'uva
旬のブドウのフレッシュタルト

Fresh grapes tart

＊ Clafoutis di pere con semifreddo al caramello
洋梨のクラフティ キャラメルのセミフレッドと共に

Pear crafty with caramel semifreddo

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.

