Pasta Lunch
SPAGHETTINI

イタリア産・最高品質の
デュラムセモリナ粉１００%で
作るタンマ社の乾麺

デュラムセモリナ粉を使用し、
ソースとの絡みが良い中太の生パスタ。
LINGUINE

Pizza Lunch
すべてのパスタを
グルテンフリーのペンネ
[ルンモ社製]に変更できます。

お好きなピッツァ[10inch]にサラダ、ドリンクが付きます。

全てのパスタは +¥100で大盛り[1.5倍]にできます。Large servings are available with an extra charge of ¥100.

A Set + ¥350
Salad サラダ
Bread パン
Soup スープ
Drink ドリンク

B Set + ¥250
Salad サラダ
Drink ドリンク

DESSERT ¥250
Lunch Dessert
本日の
ランチデザート

Topping All¥100
▶ お好みにカスタマイズ！

激辛!!辛味 10倍ソース[唐辛子・にんにく]

1100

本日のピッツァ

Weekly Pasta
今週のパスタ

900

Prosciutto arugula

1100

プロシュート·ルッコラ

Salmon and Fungi

1150

原木椎茸とスモークサーモンのフンギ

Scamorza, Shiitake Mushroom, Smoked Salmmon, ONION, olive, cherry tomato

無添加ベーコンのカルボナーラ

900

We skip disposable plastic straws
in consideration of the environment!
環境問題に配慮し、使い捨て
プラスチック製ストローは
使用いたしません

Gorgonzola

ゴルゴンゾーラのはちみつ添え

1150

Gorgonzola Piccante, walnut ゴルゴンゾーラピカンテ、くるみ

スカモルツァ、
原木椎茸、
スモークサーモン、
玉ねぎ、
オリーブ、
プチトマト

▶ お好みにカスタマイズ！全てのピッツァにトッピングを加えることができます。

Salsiccia & Spinach, Genova Cream Sauce
自家製サルシッチャとほうれん草のジェノバクリーム

1000

Topping
All¥100

Scallop and Mushroom Cream SAuce

帆立と黒あわび茸のクリームソース 燻製パプリカの香り

950

Oyster and Shimonita Leek Soy Butter Sauce
宮城産・牡蠣と下仁田ねぎの和風バター醤油 900

Mozzarella モッツァレラ Mushrooms キノコ
Baby Scallop 小柱
大葉
SHISHO
ソーセージ Prosciutto 生ハム
Sausage
Harissa 自家製アリッサ
Spinach ほうれん草
茄子
Eggplant

Tajine Lunch
¥1300
数量
限定

Sendai Beef Bolognese

仙台黒毛和牛のボロネーゼ

1100

sulf clam and 0OBA herb Peperoncini
北寄貝と大葉のペペロンチー二

800

Herb Pork & Brussels Sprouts Tomato Ragout
ハーブ三元豚と芽キャベツのトマトラグー
1000
ペコリーノロマーノがけ

Chicken Tajine 森林鷄のタジン

950

ランチセットのドリンクは下記よりお選び下さい。
マークの付いているドリンクはお替りできます。

Coffee コーヒー [ホット or アイス]
Tea 紅茶[ホット or アイス]
orange juice オレンジジュース
grapefruit juice グレープフルーツジュース
pineapple juice パインジュース

Jasmine Tea ジャスミンティー [ホット or アイス]
Coca Cola コカ・コーラ
Coca Cola zero コカ・コーラ ゼロ
Soda ソーダ
Ginger Ale ジンジャーエール

Salad
Lunch
お好きなサラダにスープ、
焼きたてパン、ドリンクが付きます。

Ricotta cheese, Smoked Salmon and apple salad 1200

シナモン・ジンジャーでマリネをした森林鷄と、
セミドライトマト。
ブラックオリーブ、

銀座ナブッコのリコッタチーズと
スモークサーモン・林檎のサラダ

濃厚なリコッタチーズとスモークサーモン、
甘酸っぱい林檎を
合わせたサラダを自家製ヨーグルトドレッシングでどうぞ！

Essaouira [Seafood] Tajine
エッサウィラ・タジン [魚介のタジン]

新鮮な魚介類をたっぷりの野菜と一緒に軽くスパイスの
きいたソースでじっくり蒸し上げました！

Tanba chicken and maitake mushroom cacio e pepe
丹波黒鶏とグリル舞茸のカチョエペペ

お好きなタジン鍋にサラダ、
パン又はクスクス、ドリンクが付きます。

Short Hills Caesar Salad
ショートヒルズ・シーザーサラダ

Lamb Meatball Tajine
仔羊のミートボール・タジン

Choose your Drink.

1150

トマトソース、
ベーコン、
イベリコチョリソー、
サルシッチャ、
玉ねぎ、
ミックスチーズ

850

Additive free Bacon Carbonara

diavola ディアボラ

Tomato sauce, bacon, chorizo, salsiccia, onions, mixed cheese

トマトソース、
モッツァレラチーズ、
プロシュート、
ルッコラ

茄子とバジルのアラビアータ

1000

バジル、
モッツァレラチーズ、
トマトソース

Tomato sauce, mozzarella cheese, prosciutto, arugula

eggplant and basil Arrabbiata

Margherita マルゲリータ
Basil, Mozzarella, Tomato Sauce

日替わりのピッツァ。
詳細はスタッフまで！

全てのパスタにトッピングを加えることができます。

EggplanT
茄子
Prosciutto
生ハム
SHISO
大葉
MUSHROOM
キノコ
SAUSAGE
ソーセージ
SPINAC
ほうれん草
Baby Scallop
小柱
MOZZARELLA
モッツァレラ
homemade Harissa 自家製アリッサ

Today’s Pizza

アリッサで辛味をつけたトマトソースと子羊のミートボール。
真ん中に落とした卵を絡めながら召し上がれ！

1200

スパイシーチキンとゆで卵、
アボカド、
クルトン、
トマトと新鮮なロメインレタスが
たっぷり入ったシーザーサラダ。

All prices listed are tax excluded. tax will be added to the total. 表示価格はすべて税抜き価格です。
別途 消費税を頂戴致します。
店内調理では自然由来の素材を使用し、
化学的に精製されたものは使用しておりません。
All carefully cooked with Natural ingredients. No Processed ingredients any where.

