
butcher / meat appetizer

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. 

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。

Tapas

Garlic toast    300 [税込330]
ガーリックトースト

pickles   自家製ピクルス  300 [税込330] 
Green olive   グリーンオリーブ  300 [税込330] 
MIXED NUTS   ミックスナッツ  300 [税込330] 

caesar salad     800 [税込880] 
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

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

Ox tongue 薄切りカルパッチョ・牛タン 700 [税込770] 
raw beef 薄切りカルパッチョ・牛赤身 700 [税込770]

seasonal fruit
& Burratina 950 [税込1,045] 

Steamed oyster
From hyogo
兵庫県産・蒸し牡蠣

350 [税込385]

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

SALAD

1300
[税込1,430]

単
品

surf / from the ocean

Steamed Hamaguri clam 　800 [税込880]
豊洲直送！大ハマグリの白ワイン蒸し

herb butter sauteed whelk 1000 [税込1,100] 
ツブ貝のハーブバターソテーMarinated scotish Salmon   600 [税込660]

スコティッシュサーモンと新玉ねぎのマリネ
レモンドレッシングで、さっぱりと仕上げました

Gorgonzola mousse    600 [税込660]
ゴルゴンゾーラムース はちみつ添え
青カビチーズを食べやすいムースに。相性抜群のはちみつとくるみのバゲットを添えて。

octpus ceviche    600 [税込660]
水だこのセビーチェ ハラペーニョとライムで仕上げたピリ辛セビーチェ

We kindly ask you for an additional ¥385 / 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385円、22時以降深夜料金を10％頂戴しております。 

cheese

roast beef salad    1200 [税込1,320] 
自家製・薄切りローストビーフのサラダ
イタリアンドレッシング

fish & green salad    1200 [税込1,320] 
フィッシュ & グリーンサラダ
イタリアンドレッシング

basic GREEN salad    600 [税込660]
ベーシック・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。 

bread

Arugula  salad    800 [税込880] 
ルッコラサラダ シトロンドレッシング
ルッコラのほろ苦さを楽しめるシンプルなサラダ。レモンを使った自家製ドレッシングで

3kinds cheese platter  　　　　 1500 [税込1,650]
3種のチーズプラッター
熟成具合の良い、チーズとドライフルーツの盛り合わせ

Fried Potatoes     600 [税込660]
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

Sauteed whitebait & cabbage   600 [税込660]
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

Anchovy Sauteed Broccoli with Bottarga 600 [税込660]
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

Shrimp Ajillo     600 [税込660]
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

mozzarella and tomato Ajillo   600 [税込660]
モッツァレラとトマトのアヒージョ
とろけるモッツアレラチーズとトマトの熱々アヒージョ

mushed potato     600 [税込660]
マッシュポテト 定番・シンブルなマッシュポテト。お肉のつけあわせにもどうぞ

braised Squid with squid ink   600 [税込660]
真イカのイカ墨煮 ”インツィミーノ”
新鮮な真イカをイカ墨で煮込んだイタリア伝統料理

750
[税込825]

旬のフレッシュフルーツと
とろけるブラッティーナチーズ

S / 1350 [税込1,485]
L / 2500 [税込2,750]

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

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

S 900 [税込990]
L 1500 [税込1,650]

Recommended

PATE DE CAMPAGNE  　　600 [税込660] 
パテドカンパーニュ --- ワインにぴったり！自家製パテ。

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

Chicken Confit   　　600 [税込660]
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

garlic Sauteed Gizzard 　　600 [税込660] 
砂肝のガーリックソテー--- 紫蘇の香りがアクセント

royal pork Salsiccia  　　600 [税込660]
霧島高原 純粋黒豚のソーセージ・グリル
 --- 鹿児島黒豚で最高峰のロイヤルポークで作ったサルシッチャソーセージ

mortadella   　　600 [税込660] 
モルタデッラ--- 柔らかく優しい味の大判ソーセージ

MEAT TAPAS

ROAST BEEF   　　900 [税込990] 
自家製ローストビーフ --- しっとり薄切りのローストビーフ

Salami  picante  　　600 [税込660] 
サラミピカンテ--- ビールにぴったり！辛口サラミ

Salami fegato  　　600 [税込660] 
サラミフェガト--- レバーでコクを出したサラミ

10pc / 600 [税込660]
14pc / 800 [税込880]

18pc / 1000 [税込1100]

Époisses      　　 　　600 [税込660] 
エポワス[クリーミーなウォッシュチーズ]

gorgonzola       　　　　　600 [税込660] 
ゴルゴンゾーラ[定番の青カビチーズ]

Grana Padano 　　　 　　　　　600 [税込660] 
グラナパダーノ[コクと旨味のハードチーズ]

CASATICA di BUFALA 　　　　 　　　　600 [税込660] 
カザティカ・ディ・ブッファラ[水牛の白カビチーズ]

eggprant gratin    600 [税込660]
米茄子とモッツァレラのボロネーゼグラタン
とろける食感の米茄子に特製ボロネーゼソースとモッツァレラで仕上げた熱々グラタン

asparagus & truffe gratin   600 [税込660]
アスパラガスとトリュフのオムレツ ”フリッタータ”
旬のアスパラガスにトリュフが香る具沢山・イタリアンオムレツ

plain toast    300 [税込330]
プレーントースト

渋いちベーカリーのパンを使用しています

marinated fruit tomato   600 [税込660]
岡崎さんのフルーツトマトマリネ ホワイトバルサミコドレッシング
こだわり農家さんが作った、糖度が高くて、甘いフルーツトマトをたっぷり！ 　　

▶ 蒸し牡蠣は17:00以降のご提供となります

Recommended

Recommended

Beef tartare
牛肉のタルタル
生で食べられる牛肉を
口あたり滑らかな牛肉のタルタルで！

1300
[税込1,430]

garlic Sauteed spinach anc bacon  600 [税込660]
ほうれん草と無添加ベーコンのガーリックソテー
定番の組み合わせ！無添加ベーコンの旨味とガーリックの香り

Squid  Fritto     　650 [税込705] 活・真イカのフリット
パプリカの衣・自家製タルタルソースとフレッシュレモン

 
Recommended

smoked swordfish carpacchio
薫製メカジキのカルパッチョ
レモンドレッシング

950 [税込1045]
Recommended

数量限定

数量限定

roasted Foie gras フォアグラのロースト ペリグーソース   　　　1300 [税込1,430]
滑らかで濃厚な味わいのフォアグラをソテー、トリュフ香るソースで仕上げました

grilled lamb chop  オーストラリア産ラムチョップのグリル  　　1pc / 850 [税込935]
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！

自然製法の塩 
Natural Salt

オーガニック砂糖
Organic Sugar

化学調味料不使用
No MSG on our natural

 “UMAMI” dishes 

低温圧搾抽出法油
トランス脂肪酸ゼロ
ZERO Trans Fat Oil

πウォーター使用
π Water



SIIDES

paella

butcher / grill & main
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。

Recommended

※当店は国産米を使用しています。

2600 / 200g
[税込2,860]

US beef fillet w/truffle sauce
US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

broccoli saute    ブロッコリーソテー　　   　300 [税込330]
deep-fried Ptato  インカのめざめのフライ　 　300 [税込330]
Sauteed spinach   ほうれん草のソテー　　   　300 [税込330]
creamed spinach  クリーム・ド・スピナッチ　     600 [税込660]
creamed corn   クリーム・ド・コーン　   　600 [税込660]
creamy mushed potato     クリーミーマッシュポテト　    300 [税込330]
Arugula salad    シンプル・ルッコラサラダ　　600 [税込660]
fruit tomato salad    フルーツトマトサラダ 　 600 [税込660]

Grilled abel pork
鹿児島県産・アベル黒豚の
ジョスパーグリル アップルジンジャーソース
チョコレートを食べて育ち、肉の旨味のあるアベル黒豚をグリル！

roasted chicken breast
桜姫鳥の胸肉のロースト
鶏胸肉をしっとりと柔らかくローストしました。

2000 / 150g
[税込2,200]

3950 / 300g
[税込4,345]

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。

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。

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

1200 [税込1,320]
 1700 [税込1,870]

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

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

1350 [税込1,485]
 1900 [税込2,090]

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

1200 [税込1,320]
 1700 [税込1,870]

Jalapeno & salami
ハラペーニョ & サラミ
fresh  jalapeno, onion, salami picante, cheese

1300 [税込1,430]
 1800 [税込1,980]

tonno e olive
トンノ・エ・オリーブ
Swordfish, olive, basil, tomato, lemon, caper, oregano, cheese

1300 [税込1,430]
 1800 [税込1,980]

1350 [税込1,485]
 1900 [税込2,090]

marinara
マリナーラ
Tomato Sauce, garlic, basil, Oregano

1200 [税込1,320]
 1700 [税込1,870]

Pizza

tomato

bianco/cheese

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。

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。

3100
[税込3,410]

2300
[税込2,530]

牛・豚・鶏肉やトリッパなど、色々な肉を使った豪快パエージャ

mix meat Paella
肉屋のパエージャ
牛・豚・鶏肉やトリッパなど、色々な肉を使った豪快パエージャ

イカ墨の旨味と深い味わいをパエージャに

arroz negro [squid ink Paella]
アロス・ネグロ [イカ墨のパエージャ]
イカ墨の旨味と深い味わいをパエージャに

BEEF 

pasta

Oyster peperoncino    1350 [税込1,485] 
真牡蠣のペペロンチーノカラスミかけ

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

pescatore [BIANCO OR ROSSO] 2000 [税込2,200]
 贅沢！魚介のペスカトーレ[ビアンコ または ロッソ]

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

PASTA
 TOPPING

mozzarella      モッツァレラ    200 [税込220]
ricotta CHEESE  リコッタチーズ    300 [税込330]
BABY SHRIMP   小海老                100 [税込110]
prosciutto　 生ハム　  300 [税込330]

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

DESSERT

fish

pork

grilled sword fish
カジキマグロのプランチャ 焦がしバターソース
ふわっと柔らかなカジキマグロをグリルし、香ばしいこがしバターのソースで。

We kindly ask you for an 
additional ¥385 / 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385円、
22時以降深夜料金を10％頂戴しております。 

grilled lamb chop
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！

3100 [税込3,410]
2300 [税込2,530]

▶ パエリアはご提供に20分ほどお時間を頂戴いたします。

2500 / 250g
[税込2,750]

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。

mexican Beef rib
メキシカンビーフ・リブロースステーキ
ボリューム感があり、食べ応えのあるステーキ

chicken

1950 / 250g
[税込2,145]

lamb

2000 / 200g
[税込2,200]

  1100
[税込1,210]

850 / 1pc
[税込935]

1600
[税込1,760]

caccio e pepe カチョ・エ・ペペ  900   [税込990]

fresh pomodoro   1200 [税込1,320] 
フルーツトマトのフレッシュポモドーロ

sangenton pork and cabbage   1150 [税込1,265]  
ハーブ三元豚とキャベツ

mentaiko - spicy cod roe   1150 [税込1,265]  
無添加明太子の和風バター

whelk  &  ooba herb     1300 [税込1,430] 
ツブ貝と大葉の柚子胡椒 和風ソース

vongole bianco ボンゴレ・ビアンコ  1300 [税込1,430] 

white bait & seaweed, jalapeno bianco        1200 [税込1,320] 
しらすと生海苔のハラペーニョ・ビアンコ

salmon gorgonzola cream   1250 [税込1,375]
スコッティッシュサーモンのゴルゴンゾーラクリーム

shrimp and genovese sauce  1250 [税込1,375]
小海老のジェノベーゼソース

Bacon & Lemon cream    1200 [税込1,320] 
無添加ベーコンの愛媛・無農薬レモンクリームソース

Beef Bolognese 自家製ボロネーゼ 1150 [税込1,265]

Beef ragout     1650 [税込1,815]
牛肉ラグー リコッタッチーズのせ

carbonala カルボナーラ  1200 [税込1,320]

tomato cream sauce with sea urchin  1450 [税込1,595]  
雲丹[うに]のトマトクリームソース

Lobster Tomato cream sauce  1600 [税込1,760]
オマール海老のトマトクリームソース

[リングイネ]
中太・もちもちロングパスタ

Linguine

arrabbiata こだわりトマトのアラビアータ     900 [税込990] 

Beef Napolitan Pasta 牛肉のナポリタン 1150 [税込1,265]

Creamy Mushroom and Prosciutto 1200 [税込1,320] 
 生ハムとマッシュルームのクリームソース

crab tomato cream sauce  1450 [税込1,595]  
渡り蟹とイチョウ蟹のトマトクリーム

amatoriciana    1200 [税込1,320] 
無添加ベーコンのアマトリチャーナ

3100 [税込3,410]
2300 [税込2,530]

渡り蟹をのダシをそのまま炊き込んだパエージャ

swim crab Paella
渡りガニのパエージャ
渡り蟹をのダシをそのまま炊き込んだパエージャ

3100 [税込3,410]
2300 [税込2,530]

Basque cheese cake 650
バスクチーズケーキ

ベリーソース
650 [税込715]

 [バニラ]

300 [税込330]

Homemade icecream 
[Vanilla] [バニラ]
自家製アイスクリーム

300 [税込330]

CLASSIC
Tiramisu 

クラシックティラミス
600 [税込660] 

the terrine
chocolat
ザ・ショコラテリーヌ
チョコレートバンクの
最高級チョコを使った

濃厚な味わいのショコラテリーヌ
650 [税込715]


