
SHIBURIGO burger  　　　      1250
渋リゴバーガー フレンチフライドポテト付き
100% beef patty, 　bBQ Sauce, Cheddar cheese,　
lettuce, tomato, onion

Coffee [iced or hot] 
　 コーヒー

iced Tea
　 アイスティー

HERB Tea [iced or hot] 
　 今週のハーブティー 

■  全てのパスタは+100円で大盛り[1.5倍]に出来ます。お申し付け下さい。

Ginger Ale
　 ジンジャーエール

Coca-Cola
　 コカ・コーラ

sprite
　 スプライト

iced cafe au lait
アイスカフェオレ

Orange Juice 
オレンジジュース

Peach lemonade
ピーチレモネード

        マークの付いているドリンクはお替りできます。  DRINK

PASTA LUNCH

セットのパンは渋いちベーカリーのパンを使用しています。　SHIBUICHI BREAD 

BUTCHER’s LUNCH

SALAD LUNCHSALAD LUNCH
[SOUPスープ] + [BREAD パン] 

+ [DRINKドリンク付 ]
[SOUPスープ] + [BREAD パン] 

+ [DRINKドリンク付 ]

sangenton Pork Steak       1100 
apple ginger sauce 
ハーブ三元豚のステーキ アップルジンジャーソース
[Rice or Bread ご飯 または パン付き]

 [200g]

BEEF

Mexican Beef loin         1350
メキシコ産・リブロース ステーキ
 [Rice or Bread ご飯 または パン付き]

しっかりとした食べ応え。お得に楽しめるリブロース！

    [200g]

All carefully cooked with Natural ingredients. No Processed ingredients anywhere.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。 

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

Linguine
リングイネ

中太の自家製生麺。
しっかりとした味わい
のソースと相性抜群！

Spaghetti
スパゲッティ［1.77mm］
Spaghetti
スパゲッティ［1.77mm］

Linguine
リングイネ

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

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

Gluten Free Penne (Rummo) Available for Substitution. Please Ask Us! 
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。

 [SALADサラダ]  + [DRINKドリンク付] [SALADサラダ]  + [DRINKドリンク付]  [SALADサラダ]  + [DRINKドリンク付] [SALADサラダ]  + [DRINKドリンク付]

Margherita 　　  　　1100  /  1300
マルゲリータ
- tomato sauce, basil, mozzarella cheese

Diavola ディアボラ  　　1150  /  1400
- tomato sauce, chorizo, sausage, Bacon, 
Onion, garlic, Harissa, prosciutto, Grana Padano

Quattro Formaggi   　     1200  /  1400
クアトロ・フォルマッジ 
- Gorgonzola, Mozzarella, Raclette, parmesan cheese

HOMEmADE Bolognese 　　 1150  /  1350
 自家製ボロネーゼ
- HOMEMADE Bolognese sauce, Parmesan

Grilled Fish Salad     1150
グリルフィッシュ・サラダ
香ばしく焼き上げた魚とたっぷり野菜と合わせてボリューム満点！

Roasted Beef Salad    1250
ローストビーフのサラダ
ローストビーフの香ばしさと旨みがたっぷり！食べ応えがある贅沢サラダです。

▶ バルサミコ Balsamic
▶ 自家製イタリアンドレッシング homemade Italian dressing

DRESSING下記よりお選び下さい

weekly pasta　今週のランチパスタ   1150

Arrabbiata       1000
こだわりトマトのアラビアータ -Linguine

Shrimp  Genovese     1200
小海老のジェノベーゼ -Spaghetti

Tomato Cream Sauce w/ sea urchin   1300
雲丹(うに)のトマトクリームソース -Spaghetti

Abalone & Ooba Herb Peperoncini   1300
アワビと大葉のペペロンチーノ -Spaghetti

Salmon Gorgonzola Cream    1200
サーモンのゴルゴンゾーラクリーム -Spaghetti

Creamy Mushroom & Prosciutto    1150
生ハムとマッシュルームのクリームソース -Linguine

Homemade Beef Bolognese     1150
自家製ボロネーゼ -Linguine

sangenton pork w/ cabbage       1150
ハーブ三元豚とキャベツ Spaghetti

CRAB tomato cream sauce      1300
渡蟹とイチョウ蟹のトマトクリームソース -Spaghetti

Butcher’S Ragout Napolitan Pasta    　　　　  1150
肉屋のラグー・ナポリタン  -Spaghetti

Oyster and mushrooms w/bottarga   1200
真牡蠣とキノコのカラスミかけ -Spaghetti

Beef ragout      1300
牛肉のラグーソース  -creste rigate

SALAD LUNCH

SIDES

6inch        10inch

kuroge wagyu beef STEAK
黒毛和牛ロースステーキ
 [Rice or Bread ご飯 または パン付き]

柔らかくて、脂が甘く、バランスが良い肉質。

1800 [150g]

 3550 [300g]

mugikuroushi beff              1150
HambURg steak
Homemade tomato sauce

麦黒牛のハンバーグ  自家製トマトソース
[Rice or Bread ご飯 または パン付きHambURg steak

PASTA
TOPPINGS

モッツァレラ Mozzarella

小海老 Shrimp
ほうれん草 Spinach

燻製生ハム Raw Ham

PORK

当店は、宮城県石巻市産牡蠣を使用。週3度の水質検査・水揚げ後は滅菌海水に入れられた安心安全な牡蠣です。現地にて85度以上の加熱・殺菌処理をした後、直送されています。

[SALADサラダ]  + [DRINKドリンク付]

BURGER

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。 

creste rigate
クリステリガーテ

ニワトリの”とさか”の
形のショートパスタ

Gluten free 
Penne

グルテンフリーペンネ

PIZZA LUNCHPIZZA LUNCHPIZZA LUNCHPIZZA LUNCH

ALL 

+ ¥ 100

lunch SOUP   本日のランチスープ  　        100
bread    渋いちベーカリーのパン           100
Caprese    カプレーゼ　　　　　　  500
Potato Salad  ポテトサラダ 　　　300
Spice Chicken   スパイスチキン 　　　350
Olive    オリーブ  　　　200
pickles    ピクルス  　　　200
fried Potato  フライドポテト 　　　300

BEER
ビール
Sangria
サングリア

▶ランチドリンクを+¥300にて下記アルコールドリンクに変更できます
sparkling wine
スパークリングワイン
wine white/red
ワイン白・赤

Whisky & soda
ハイボール

Gin & tonic
ジントニック、


