
10インチピッツァはハーフ＆ハーフに出来ます。
We do Half&Half

for 10 inch pizzas!

PICCOLO / REGULAR

カナダ・ソルトスプリング
アイランド産ムール貝

[スパゲティ・1.7mm] イタリア産・最高品質タンマ社製SPAGHETTI

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

[リングイネ] 中太・もちもちロングパスタLINGUINE

Ocean Clubthe

RecommendationsRIGOLETTO TAPAS 　 600YENall
                スモークサーモンのマリネ marinate salmon 600
                          しっとりとした厚切りのスモークサーモンをアンチョビ、ケッパー、
                          松の実のヴィネグレットで。

白レバーのムース chicken liver mousse 600
丁寧に仕込んだ鶏レバーを滑らかなムースにしました

パテ・ド・カンパーニュ pate de campagne 600
赤ワインにぴったり！シェフ特製の田舎風パテ

モルタデッラとキタアカリのポテトサラダ 600
mortadella potato salad
ゴロゴロツとモルタデッラハムをたっぷりと合わせたポテトサラダ

タコのガリシア風 galician octopus 600
柔らかなタコとじゃがいもをつかった。スペイン・ガリシア地方定番のタパス！

チーズマッシュポテト cheese mashed potatoes 600
チーズの香るマッシュポテト。熱 を々どうぞ！

                カジョス callos 600
                トマトベースのスペイン風モツ煮込み！

国産椎茸と生ハムのオーブン焼き mixed ham stuffed shiitake 600
生ハムやサラミを椎茸に詰めた旨味たっぷりのオーブン焼き！

                小海老のアヒージョ shrimp ajillo 600
                小海老を熱々のガーリックオイルで！

ブロッコリーとキャベツのアンチョビソテー 600
anchovy sauteed broccoli & cabbage
ブロッコリーとキャベツをシンプルにアンチョビのきいたソテーに。

桜海老のゼッポリーニ 600
sakura shrimp zeppoline
あおさ海苔と香ばしい桜海老をピザ生地に混ぜて揚げた、モチモチのフリット！

芽キャベツのフリット deep-fried brussels sprouts 600
シャキシャキとした芽キャベツをシンプルなフリットで！

                ししとうのフリット padron 600
                シンプルなししとうの素揚げはビールと相性ぴったり！

スパイシー・チキンウィング spicy chicken wing 600
シェフが調合した特製スパイスをまぶしたチキンウィング！

フライドポテト french fries S 600
アンチョビ風味 ANCHOVY FLAVOR S+¥50 M+¥100                                                                             M 900

FRESH SALADS

シーザーサラダ caesar salad 500 / 800

ズワイ蟹とアボカドのサラダ 600 / 900
snow crab & avocado salad

有機野菜のサラダ organic veggie salad 850

ブラータチーズとフルーツトマトのカプレーゼ 1200
burrata & fruit tomatoes caprese

PASTA

真ダコと大葉のアンチョビソース 柚子胡椒風味 1000
octopus & ooba with yuzu pepper

グリルチキンと万願寺唐辛子のスパイシートマトソース 1050
spicy tomato with grilled chicken & sweet green pepper

牡蠣と舞茸のペペロンチーノ 1100
oyster peperoncini with maitake mushrooms

オーシャンクラブ・ペスカトーレ・ロッソ for 3-4 people 1900
ocean club pescatore rosso

茄子とほうれん草のアラビアータ 900
arrabbiata with spinach & eggplant

仙台黒毛和牛のボロネーゼ 1200
sendai beef bolognese

渡蟹と小海老のアメリケーヌソース 1200
americaine sauce with shrimp & swimming crab

[コンキリエ] 貝殻の形のショートパスタCONCHIGLIE

スモークサーモンと無農薬レモンのクリームソース 1100
lemon cream sauce with smoked salmon

小海老とズッキーニのジェノベーゼ 1000
baby shrimp & zucchini pesto genovese

クアトロ・フォルマッジ・クリームソース  1100
quattro formaggi cream sauce

[マファルディーネ] ふちがフリル状の幅広平面パスタMAFALDINE

無添加ベーコンと青木農園有精卵のカルボナーラ 1000
carbonara

DESSERTS

                        焼きパンナコッタ baked panna cotta 600
                                      バニラビーンズ入りの生クリームたっぷりパンナコッタを焼き上げました。

蒸し焼きショコラタルト steamed chocolate tarte 550
しっとりと焼き上げた濃厚なチョコレート

ピスタチオ・ティラミス pistachio tiramisu 630
ピスタチオをたっぷり混ぜ込んだ、濃厚ティラミス！

黒豆チャイのベイクドチーズケーキ 600
chai cheese cake with black beans
シナモンなどのスパイスガきいたクリーミーなベイクドチーズケーキ。ラムレーズンのアイスを添えて

クラシック・ショコラシェイブ とろける生クリーム添え     900
the chocolate shave -chocolate shaved ice with whipped cream

ビターチョコレートとミルクを合わせ凍らせたチョコレートの氷を削った、ふわふわクリーミーな新食感のかき氷！

宮崎産 完熟マンゴー ビターチョコレートパフェ 1500
miyagi mango bitter chocolate parfait
芳醇な甘さの宮崎産完熟マンゴーにチョコレートバンクのビターチョコレートを合わせた
大人な味わいの贅沢チョコレートパフェ

NEAPOLITAN PIZZA 6inch or 10inch

マルゲリータ margherita 850 / 1350
トマトソース・バジル・モッツァレラチーズ

マルゲリータ DOC margherita DOC 1350 / 1900
水牛のモッツァレラ・フルーツトマト・ミニトマト・バジル

ハラペーニョ・サラミ                                         1000 / 1500
jalapeno & salami
トマトソース・サラミピカンテ・モッツァレラ・玉葱・フレッシュハラペーニョ・フライドオニオン

ディアボラ diavola 950 / 1450
トマトソース・モッツァレラ・チョリソー・モルタデッラ・玉ねぎ・フライドガーリック

クアトロ・フォルマッジ qattro formaggi 1100  / 1600
モッツァレラ・ゴルゴンゾーラ・イエトオスト・グラナパダーノ

シラスと生海苔のチチニエッリ cicinielli 950  / 1450
シラス・生海苔・ミニトマト・玉ねぎ・モッツァレラ・グラナパダーノ

プロシュートとアスパラのビスマルク 1100  / 1600
prosciutto & asparagus bismarck
リコッタチーズ・モッツァレラ・アスパラ・卵・グラナパダーノ・プロシュート

MAIN DISH

24ヶ月熟成 プロシュート・ディ・パルマ S900
PROSCIUTTO DI PARMA 24 months                            L1500
注文が入ってから切り立てを提供するフワフワのパルマ産プロシュート

ハムプラッター ham platter                                           1800
ハムの4種盛り合わせプラッター

カルパッチョ                     1000
seafood carpaccio
豊洲から届く鮮魚を日替わりのカルパッチョに！
詳細はスタッフまで。

24ヶ月熟成 プロシュート・ディ・パルマ 
prosciutto di parma 24months

注文が入ってから切り立てを提供するフワフワのパルマ産プロシュート！
S 900　L 1500

オーシャン・クラブチャウダー 
ocean club chowder
魚介の旨味をクリーミーなスープに閉じ込めました！

フィッシュ&チップス fish & chips  700
日替わり鮮魚のフリットとハンドカットポテトのフィッシュ&チップス！

名物！白ワイン蒸し or アメリケーヌソース
white wine steamed or americaine

S 1600　M 2400 　L 4000

単品でもどうぞ！ 

オイスタープラッター
oyster platter

6PC2800　9PC3900　12PC4800

FOR WINE LOVERS

自家製ローストビーフ homemade roasted beef 900
シェフ特製の冷製ローストビーフを西洋山葵のソースで。

自家製ブティファラソーセージのグリル 1PC750
grilled botifarra
ボリュームたっぷり！ジューシーなブティファラをシンプルに焼き上げました。

PICCOLO TAPAS 　 300YENall
グリーンオリーブ green olives 300

自家製ピクルス homemade pickles 300

ミックスナッツ mixed nuts 300

ガーリックトースト garlic toast    300

[税込330]

[税込330]

[税込330]

[税込330]

[税込330]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込660]

[税込990]

[税込550] [税込880]

[税込660] [税込990]

[税込935]

[税込1320]

[税込3080] [税込4290] [税込5280]

北海道 厚岸
akkeshi

1PC400
[税込440]

岩手県 広田湾 
hirotawan

1PC580
[税込638]

[税込1100]

[税込990] [税込1650]

[税込770]

[税込550]

[税込935]

[税込1760] [税込2640] [税込4400]

[税込935] [税込1485]

[税込1485] [税込2090]

[税込1045] [税込1595]

[税込1210] [税込1760]

[税込1045] [税込1595]

[税込990]

[税込825]

[税込990]

[税込1650]

[税込1980]

 ARROZ

鹿児島県産 姫甘海老と小イカのパエリア       for 2-3 people 1800
shrimp & baby squid paella                       for 4-5 people 2600
鹿児島から届く新鮮な姫甘海老と小イカを、こだわりの2種ブレンド米と合わせ、
鶏やオマール海老、生ハム屑などから丁寧にとった旨味たっぷりの出汁で炊き上げる特製パエリア！

オマール海老のリゾット lobster risotto 1400
オマール海老を使い旨味をぎゅっと閉じ込めたリゾット

[税込1980]

[税込2860]

[税込1540]

[税込1100]

[税込1210]

[税込2090]

[税込990]

[税込1320]

[税込1210]

[税込1100]

[税込1210]

[税込1100]

[税込660]

[税込550]

[税込583]

[税込660]

[税込660]

[税込1155]

24ヶ月熟成プロシュートと
スモークマッシュルームのアーリオ・オーリオ 1100
prosciutto & smoky mushroom aglio olio [税込1210]

[税込1100] [税込1650] [税込1210] [税込1760]

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 kindly ask you for an additional ¥350 / person as a table charge after 5:00pm, and 10% late night charge after 10:00pm. 
17時以降、コペルト[席料]をお一人様350円[税込385]、22時以降、深夜料金を10%頂戴しております。

From the GrillFrom the Grill 骨付きラム  LAMB CHOPジューシーに焼き上げた骨付きラム！ 1100
赤鳥[あかどり]  akadori chickenオリジナルスパイスでマリネし、ジューシーに！    1000
イベリコ豚肩ロース  iberian pork shoulder柔らかな肉質、甘味のある上質な脂身 1200
豪州産 牛カイノミ  beef bottom flap牛1頭からわずかにしか取れない希少な部位      1300

2種盛り合わせ   pick any two                 2000
3種盛り合わせ   pick any three              3000

[税込2200]

[税込3300]

 mixed grill platter

グリル・プラッター

[税込1210]

[税込1100]

[税込1320]

[税込1430]

宮城県産 黒毛和牛リブロースのグリル
grilled miyagi wagyu loin

豪快に焼き上げた黒毛和牛ロース
根菜のグリルと粒マスタード、炭塩と一緒に。

2800

宮城県産 黒毛和牛リブロースのグリル
grilled miyagi wagyu loin

豪快に焼き上げた黒毛和牛ロース
根菜のグリルと粒マスタード、炭塩と一緒に。

2800
[税込3080]

アクア・パッツァ
aqcua pazza

その日届く新鮮な魚介で作る
特製のアクアパッツァ

ASK

アクア・パッツァ
aqcua pazza

その日届く新鮮な魚介で作る
特製のアクアパッツァ

ASK

鹿児島県産 黒豚のコトレッタ
pork cotoletta

ジューシーで甘みのある黒豚のカツレツに
さっぱりとしたトマトのケッカソースを。

1700

鹿児島県産 黒豚のコトレッタ
pork cotoletta

ジューシーで甘みのある黒豚のカツレツに
さっぱりとしたトマトのケッカソースを。

1700
[税込1870]

長崎 五島列島
gotoretto

1PC500
[税込550]

[税込1320]

イベリコ豚とあさりのパエージャ                      for 2-3 people 1800
iberico pork & clams paella                   for 4-5 people 2600
イベリコ豚とアサリの旨味がたっぷり詰まったパエージャ

[税込990]

[税込1650]

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

Ocean Clubthe

Recommendations

cup 500
bowl 850

[税込1980]

[税込2860]


