
Margherita   マルゲリータ Basil, Mozzarella Cheese, Parmesan Cheese, Tomato Sauce 　　1200 / 1700

diavola      ディアボラ Tomato Sauce, Chorizo, Bacon, Onion, Garlic, Grana Padano 　　1300 / 1800

quattro formaggi           クアトロ・フォルマッジ Gorgonzola, Mozzarella, Raclette, Parmesan 　　1300 / 1800

Mushroom and Gorgonzola きのことゴルゴンゾーラのピザ Mushrooms, Gorgonzola, Bacon, Mixed Cheese　  1300 / 1800

sendai beef bolognese          仙台黒毛和牛のボロネーゼ     　　1200 / 1700 
     Sendai Beef Bolognese, Parmesan Cheese, Montrey Jack Cheese

6inch  /  10inch
H & H is available for 10inch pizzas.    10インチピッツァはハーフ＆ハーフに出来ます。

SALAD

Charcuterie

Charcuterie
Platter
シャルキトリーの盛合せ 1350 
こだわりのハムやサラミの盛合わせ。

mackerel potato salad   金華サバのポテトサラダ いぶりがっこと山椒を加えて味にアクセントをつけました   500

tuna TartaR     天然ミナミマグロのタルタル ガルムとフルーツチャツネでマリネしました   500

Marinated Smoked Salmon   スモークサーモンのマリネ 燻製したサーモンとをバルサミコで、さっぱりと仕上げました   500

Gorgonzola mousse    ゴルゴンゾーラムース はちみつ添え 相性抜群の組み合わせ。ワインにぴったり   500

Onion Gratin soup    特製オニオングラタンスープ  丁寧に炒めた玉ねぎの甘さとコクの熱 ・々オニオングラタンスープ 500

Sauteed whitebait & cabbage   釜揚げしらすとキャベツのソテー しらすと柔らかくて甘いキャベツを美味しくソテーにしました  500

Anchovy Sauteed Broccoli with Bottarga ブロッコリーのアンチョビソテー カラスミがけ アンチョビでシンプルにソテーしたブロッコリーに上からカラスミをたっぷりと 500

Shrimp Ajillo     小海老のピリ辛アヒージョ プリプリの海老を熱々のピリ辛ガーリックオイルで   500

Cod Milt and Shimonita leek Ajillo 白子と下仁田葱のアヒージョ 冬食材のアヒージョ白子と下仁田ネギの熱々オイル煮  500

Spicy Chicken Wings     スパイシー・チキンウィング ピリ辛に仕上げた一口サイズのチキンウイング   | 12pc / 750 | 16pc / 900 |  500

Squid  Fritto     ヤリイカのフリット 活真イカをパプリカの衣で揚げました    500

Chicken Confit     若鶏もも肉のコンフィ 外はカリッと中はしっとりとしたコンフィ    500

Callos      肉屋のカジョス 新鮮なホルモンを使った熱々のスペイン風モツ煮込み    500

Fried Potatoes    　　　　　フライドポテト | プレーン or アンチョビ | お好きな味をお選びください   500

Green olive グリーンオリーブ  300

italian green salad [roast beef or fish]  イタリアン・グリーンサラダ [ローストビーフ or フィッシュ] トッピングが選べる新鮮サラダ  1200

organic vegetables bagna cauda  有機野菜のバーニャカウダ 厳選有機野菜を熱 ・々クリーミーなバーニャカウダソースで 　　　　　     1200

GREEN salad     グリーンサラダ  シンプルなグリーンサラダをバルサミコドレッシングで。メインの付け合せとしてもどうぞ。   500

caesar salad     ロメインレタスのシーザーサラダ  シャキシャキのロメインレタスを使った、定番シーザーサラダ                800

MIXED NUTS ミックスナッツ 300

Recommended

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  Anywhere. 

meat Carpaccio
ミート・カルパッチョ   1100
薄切りの赤身と牛タンの盛り合わせ

Fruit Tomato burrata caprese  　　　　      フルーツトマトのブラータカプレーゼ 糖度の高いフルーツトマトとクリームとろけるブラータ 　　      1250

Cheese & Potato Frico   　　　　　   トミーノチーズとじゃがいもの”フリーコ” チーズとマッシュポテトを合わせて香ばしく焼きました              　　　　　  850

grilled lamb chop    オーストラリア産ラムチョップのグリル 骨付きラム肉を香ばしくグリル。お好きな本数をご注文ください！　800 / 1pc

Foie gras Sautee     フォアグラのソテー 贅沢にフォアグラをソテー、トリュフソースで仕上げました  　　　　          1150

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。

Pizza

Tapas

Ox tongue 薄切りカルパッチョ・牛タン 450
raw beef 薄切りカルパッチョ・牛赤身 　 600

▶  We kindly ask you for an additional ¥350 / person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.      17時以降、コペルト[席料]をお一人様350円、22時以降、深夜料金を10％頂戴しております。 
▶  All  prices listed are tax excluded.   表示価格は全て税抜き価格です。別途、消費税を頂戴致します。

SPECIAL TAPAS

Sihbuichi bakery’s Bread  300   シブイチベーカリーのパン 3種盛り合わせ  [+1人前追加 +150]

pickles 自家製ピクルス  300

Pate de campagne パテドカンパーニュ    500

Salsiccia Fegato サルシッチャ・フェガト    500

mortadella モルタデッラ     500

Prosciutto di Parma
24ヶ月熟成・プロシュート ディ パルマ

S 900
L 1500

Recommended



pasta
生パスタ・厳選した乾麺、グルテンフリーパスタなど、各種パスタをご用意しています。お好きなタイプの麺に変えることもできますのでお気軽にお申し付けください。

PASTA
 TOPPING

Baffalo ricotta 水牛リコッタ   300
BABY SHRIMP  小海老                 　100  

mozzarella     モッツァレラ    200
prosciutto　生ハム　 300 Gluten Free Penne (Rummo) Availablefor 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。

Gluten freePenne　グルテンフリーペンネ

Seafood Paella                　　　
シーフード・パエージャ　米料理の定番！シーフードの旨味をぎゅっと凝縮したパエージャ。

Recommended

※当店は国産米を使用しています。paella
M /2000
L / 2800

Butcher

2300 / 200gdomestic beef fillet
w/truffle sauce

北海道産産牛フィレ肉のロースト トリュフソース
シルキーな赤身のフィレ肉を、トリュフが香るソースで

BUTCHER’S 
Grilled 

meat Platter 
RIGOLETTO
ブッチャーのグリル
ミート プラッター

肉のオーダーで迷ったらまずはこれ！
本日のオススメの美味しい肉を盛り合わせに。MARBLED

霜降り
LEAN
赤身

きめ細やかな赤身

OTHERS

BEEF STEAK

DESSERT Basque 
cheese cake 650

バスクチーズケーキ ベリーソース  [バニラ]

Homemade
icecream 300

[Vanilla]
自家製アイスクリーム [バニラ]

salted Gateu 
chocolate  600

塩ガトーショコラ バニラアイス添え
ブルーベリーソース

SIIDES Maitake Mushroom  舞茸のロースト　　        300
broccoli saute    ブロッコリーソテー　　  300
deep-fry Ptato   インカのめざめのフライ  300

Sauteed spinach   ほうれん草のソテー 　300
creamy mushed potato     クリーミーマッシュポテト　   300

▶  We kindly ask you for an additional ¥350 / person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.      17時以降、コペルト[席料]をお一人様350円、22時以降、深夜料金を10％頂戴しております。 
▶  All  prices listed are tax excluded.   表示価格は全て税抜き価格です。別途、消費税を頂戴致します。

[リングイネ]
中太・もちもちロングパスタ

Linguine

Casarecce
[カサレッチェ] 

断面がS字型のショートパスタ

[スパゲティ・1.7mm] 
イタリア産・最高品質タンマ社製

Spaghetti

trottole
[トロットレ]うずまきの形の
モチモチ食感・ショートパスタ

Tagliatelle
[タリアッテレ]

太麺・平打ちロングパスタ

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

topping
Foie gras
フォアグラ追加

+950

arrabbiata     　　　　             　こだわりトマトのアラビアータ -Linguine                                900
Beef Napolitan Pasta      牛肉のナポリタン -Linguine         1150
Creamy Mushroom and Prosciutto   生ハムとマッシュルームのクリームソース -Linguine       　  　 1200

crab tomato cream sauce     渡り蟹とイチョウ蟹のトマトクリーム -Casarecce   1650
Oyster peperoncino   w/ dried mullet roe   真牡蠣のペペロンチーノカラスミかけ -Casarecce   1350

Abalone & ooba herb with yuzu pepper  アワビと大葉の柚子胡椒 和風ソース -Spaghetti　　　         1650
sangenton pork and cabbage     ハーブ三元豚とキャベツ -Spaghetti           1150
pescatore [bianco or rosso ]    贅沢！魚介のペスカトーレ [ビアンコまたはロッソ]  -Spaghetti                        2000
Lobster Tomato cream sauce   オマール海老のトマトクリームソース - Spaghetti  1650

Scottish salmon gorgon cream   スコッティッシュサーモンのゴルゴンゾーラクリーム  -Trottole            　  　1250
shrimp and genovese sauce    小海老のジェノベーゼソース  -Trottole            　    　1250

carbonala     　　　　 カルボナーラ -tagliatelle      1200
tomato cream sauce with sea urchin   雲丹[うに]のトマトクリームソース -tagliatelle 　　　            1450

Beef Bolognese    　　　  自家製ボロネーゼ-creste rigate        1150
Beef & porcini ragout     牛肉ラグー 水牛のリコッタッチーズのせ-creste rigate   1650

apple pie 600
アップルパイ

[3種] 2300   [5種] 3800

Grilled Agu pork     2800 / 300g
あぐー豚の骨付きグリル アップルジンジャーソース
肉の旨味が強いあぐー豚を骨付きでグリル！食べ応え抜群です。

grilled lamb     　800 / 1pc
オーストラリア産・ラムチョップ
骨付きラム肉を香ばしくグリルしました お好きな本数をご注文ください！2000 / 150g

3900 / 300g

KUROGE WAGYU Beef
鹿児島産・黒毛和牛
柔らかくて、脂が甘く、バランスが良い肉質。

MARBLED
霜降り

LEAN
赤身

柔らかさと、甘さのある脂

2450 / 250g
3450 / 350gMARBLED

霜降り
LEAN
赤身

食べごたえのある肉質 US prime Beef loin 
US産・プライム肩ロース
赤身と脂のバランスが良く、しっかりとした食べ応え。

Strawberry
Tiramisu 600
苺のティラミス

3250 / 250g
4550 / 350g

akaushi beef
土佐あかうし・前ロース
希少価値の高いあかうし。旨味が強く、
噛めば噛むほど強い肉の味わいが楽しめます

MARBLED
霜降り

LEAN
赤身

旨味のある肉質と刺し


