HOLIDAY LUNCH COURSE ¥1800
MAIN DISH

APPETIZER

選べるメインディッシュ

前菜盛合わせ

肉料理・ピザ・パスタの
中から1品お選び下さい

Spaghetti

US prime Beef loin
US産・プライム肩ロース +440
赤身と脂のバランスが良く、
しっかりとした食べ応え。

pizza
マルゲリータ

Rice or Bread ご飯 または パン付き

tomato sauce, basil,
mozzarella cheese

mexican Beef rib
メキシカンビーフ
リブロースステーキ +220

Diavola

ボリューム感があり、
食べ応えのあるステーキ

ディアボラ

Rice or Bread ご飯 または パン付き

KUROGE WAGYU Beef
鹿児島産 150g +770
黒毛和牛ステーキ 300g +1400

tomato sauce, chorizo,
sausage, Bacon,
Onion, garlic, Harissa,
prosciutto,
Grana Padano

柔らかくて、脂が甘く、バランスが良い肉質。
Rice or Bread ご飯 または パン付き

クアトロ・フォルマッジ

sangenton Pork Steak
applegingersauce

ハーブ三元豚のステーキ

Gorgonzola,
Mozzarella,
Raclette,
parmesan cheese

アップルジンジャーソース

Rice or Bread ご飯 または パン付き

HOMEmADE
Bolognese
自家製ボロネーゼ

BURGER
SHIBURIGO burger
渋リゴバーガー +110
フレンチフライドポテト付き
100% beef patty, bBQ Sauce,
Cheddar cheese,
lettuce, tomato, onion

DOUBLE burger +440
渋リゴダブルバーガー
パティ2枚 ・ フレンチフライドポテト付き

DRINK
マークの
付いているドリンクは
おかわりできます

Bolognese sauce,
Parmesan

tonno e olive
トンノ・エ・オリーブ
Swordfish,
olive, basil,
bacon, tomato,
cheese

ドリンク

PASTA

Casarecce

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！

カサレッチェ

断面がS字型のショートパスタ

RICH
Beef ragout +110
牛肉ラグー リコッタッチーズのせ

Oyster peperoncino
真牡蠣のペペロンチーノ
カラスミかけ

-Casarecce

Beef Bolognese
自家製ボロネーゼ

-Spaghetti

-Linguine

sangenton pork
and cabbage
ハーブ三元豚とキャベツ-Spaghetti

shrimp and
genovese sauce
小海老のジェノベーゼソース
-Spaghetti

JAPAN

TOMATO

mentaiko
- spicy cod roe
無添加明太子の和風バター

arrabbiata
こだわりトマトのアラビアータ
-Linguine

-Spaghetti

Quattro
Formaggi

pork

Linguine

スパゲッティ
［1.77mm］
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

OIL
Margherita

DRINK

1品 お選び下さい

MEAT

DESSERT

DESSERT

本日のデザート

肉料理・ピザ・パスタの中から

BEEF

[税込1980]

whitebait&seaweed,
jalapenobianco
しらすと生海苔のハラペーニョ・ビアンコ
-Spaghetti

BeefNapolitanPasta
牛肉のナポリタン
-Linguine

amatoriciana
無添加ベーコンのアマトリチャーナ
-Linguine

whelk & ooba herb
ツブ貝と大葉の柚子胡椒
和風ソース -Spaghetti

fresh pomodoro
フルーツトマトのフレッシュポモドーロ
-Casarecce

CREAM
crabtomatocreamsauce
渡り蟹とイチョウ蟹のトマトクリーム

+110

-Linguine

Bacon & Lemon cream
無添加ベーコンの
愛媛・無農薬レモンクリームソース
-Spaghetti

sea urchin tomato cream sauce
雲丹[うに]のトマトクリームソース +110
Linguine

PASTA
TOPPINGS

ALL

+ ¥ 110

salmon
gorgonzolacream
スコッティッシュサーモンの
ゴルゴンゾーラクリーム
-Spaghetti

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

モッツァレラ Mozzarella
小海老 Shrimp

ほうれん草 Spinach
燻製生ハム Raw Ham

TOday’s Lunch dessert 本日のランチデザート
HERBTea[hot] 今週のハーブティー

SPrite スプライト

Coffee [iced or hot] コーヒー

Ginger Ale ジンジャーエール

iced Tea アイスティー

Coca-Cola コカ・コーラ

ランチドリンクを+¥330にて
アルコールドリンクに
変更できます

BEERビール

sparklingwine
スパークリングワイン

iced cafe au lait
アイスカフェオレ

Whisky&sodaハイボール

Sangriaサングリア winewhite/redワイン白・赤 Gin&tonicジントニック

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
All prices listed are tax excluded. 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。
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。

