~ Dessert ~
デザート

洋梨のコンポートとチョコレートソース
Pear compote & chocolate sauce

890yen

~

Starter

~

安納芋プリンとバニラアイス
Anno sweet potato Puding & Vanilla Ice Cream

790yen

いちばん始めに…

本日のスープ
Today's soup

Small/300yen , Large/500yen

~

Along with the dessert

~

デザートと共に

シチリア名物 ”パネッレ ”ひよこ豆のフリット
Panelle

コーヒー

500yen

Coffee
（※全てデカフェもご用意しております）

~ Cold appetizers ~
冷たい前菜

400yen

エスプレッソ
Espresso

農園野菜と自家製リコッタチーズのサラダ

400yen

Farm Vegetable & homemade ricotta cheese

1,200yen

カプチーノ
Cappuccino

赤軸水菜と春菊のサラダ

450yen

汐昆布ドレッシング
Chrysanthemum leaves and mizuna salad

紅茶

990yen

Earl Grey tea

400yen

カラフルトマトと水牛モッツァレラのカプレーゼ
Caprese of colorful tomato and buffalo mozzarella

瀬戸内海 岩城島レモンの自家製リモンチェッロ

1,100yen

Homemade limoncello

650yen

完熟トマトのブルスケッタ
Bruschetta of Ripe tomatoes

ソーダ割り

990yen

Homemade limoncello soda

700yen
※ アミューズ、パン代としてお一人様 500 円を頂戴いたします。

※ メニューの表示金額は全て税抜です 。

※パンはおかわり自由ですのでお気軽にお声かけ下さい 。

~ Home made Pasta ~
パスタは全て自家製です

＊＊＊

Others

＊＊＊

その他のソース

＊＊＊

Olive oil & garlic

＊＊＊
カチョエペペ タリアテッレ

オイルベース

(黒胡椒とペコリーノチーズ )

信州ひらたけとドライポルチーニの

Tagliatelle with Cacio e pepe

タリアテッレ

1,290yen

Tagliatelle
Porcini fragrant oyster mushrooms

岩手県 八幡平のオーガニックマッシュルームと

1,390yen

ベーコンのカルボナーラ
タリアテッレ

北海タコと新蓮根とカラスミ

Tagliatelle with Organic Mushroom & Bacon Carbonara

青唐辛子のペペロンチーノ

1,490yen

スパゲッティーニ
Spaghettini

広島県産牡蠣と春菊の軽いクリームソース

Peperoncino with Octopus & Lotus root & Bottarga & green chili

パッパルデッレ

1,590yen

Pappardelle with Cream sauce of oysters & shanda

1,590yen

Tomato

＊＊＊

＊＊＊

トマトソース

トレビスを詰め込んだニョッキラビオリ
ゴルゴンゾーラソース
Radicchio stuffed gnocchi ravioli with Gorgonzola Sauce

1,690yen

クラシックポモドーロ
スパゲッティーニ
Spaghettini with Classic Tomato sauce & basil.

丹波の猪と栃木の栗のラグー

1,390yen

ローズマリーを打ち込んだマルタリアーティ
Maltagliati of Rosemary

カラフルトマトとリコッタチーズ

Ragout of wild boar & Chestnut

シャラテッリ

1,790yen

Scialatelli
Tomato sauce with colorful tomato & ricotta cheese.

1,490yen

＊＊＊

Risotto

＊＊＊

リゾット

長野県産ケールと
鹿児島さつま福永牛トリッパのトマトソース

今が旬！！オータムトリュフのクリームリゾット

クアドレッティーニ

Autumn truffle cream risotto

Quadrettini with Stewed tomatoes of kale and tripe

2,200yen

1,590yen

※ アミューズ、パン代として

お一人様 500 円を頂戴いたします。

※メニューの表示金額は全て税抜です。

※パンはおかわり自由ですのでお気軽にお声かけ下さい。

青森県産 サバのマリネ
Marinated Mackerel

1,200yen

~

Main dish

~

メインディッシュ

蝦夷鹿と深堀ごぼうのカルパッチョ
Carpaccio of venison with burdock root

1,300yen

農園野菜と恋する豚のポトフ
Potofu of Famer’s vegetables & Love pork

2,300yen

~
牛頰肉の赤ワイン煮込み

Hot appetizers

~

温かい前菜

Red wine stew of beef cheek meat

2,500yen

長野県産ケールと
鹿児島さつま福永牛トリッパのトマト煮
Stewed tomatoes of kale and tripe

本日の美味しいところ…

990yen

The main dish of the day…..

2,400yen~~

北海道中瀬農場の
笹豚と蝦夷鹿のソーセージの炭火焼き
Charcoal-grilled pork and venison sausage

990yen
※ メインディッシュはどれもお時間かかりますので

お早めにお声かけください。

クリーミーマッシュポテト
Creamy mashed potatoes

590yen

カリカリフライドポテト
Fried potato

590yen

※ アミューズ、パン代としてお一人様 500 円を頂戴いたします。
※ メニューの表示金額は全て税抜です。

※パンはおかわり自由ですのでお気軽にお声かけ下さい。

