
＊価格は全て税別となります。

LUNCH DRINK SETランチドリンクセット +150
■コーヒー [HOT / ICED] Coffee  
■カフェ オレ [HOT / ICED] Café au Lait  
■紅茶  [HOT / ICED] Tea
■エスプレッソ Espresso
■グレープフルーツジュース Grapefruit Juice   

■オレンジジュース Orange Juice
■コカ・コーラ  Coca Cola   
■ジンジャエール Ginger Ale  
■烏龍茶 Oolong Tea

ALCOHOLIC DRINKS

ハートランド （ 生ビール ） 570
HEARTLAND  [ DRAFT BEER]

グラスワイン （ 赤 or 白 ） 400
Glass Wine [red or white ]

その他
アルコール多数
ご用意して
おります!

＊アルコールは税込となります。

 LATE LUNCH MENU
it’s

15:00  >>> 17:00

海老と季節野菜の 980
トマトクリームパスタ
Tomato Cream Pasta with 
Shrimp & Seasonal Vegetables

[ エビと季節野菜のトマトクリームパスタ + サラダ ]

茄子とキノコのミートドリア 1100
Doria with meat sauce of 
eggplant & mushroom

[ 茄子とキノコのミートドリア + サラダ ]

カレーピラフカレー 1050
Curry Pilaf Curry

[ カレーピラフカレー + サラダ ]

定番
ピッツァは
裏面へ
GO!▲ ▲ ▲

Cream
y!

Spicy!

hot hot hot!



＊価格は全て税別となります。

マルゲリータ 1200
Margherita

トマトソース、バジル、モッツァレラ
グラナパダーノ
tomato sauce, basil, 
mozzarella cheese, 
Grana Padano cheese

マリナーラ 850
Marinara

トマトソース、バジル、ニンニク、
オレガノ
tomato sauce, basil, garlic,
oregano

クワトロフォルマッジ 1600
Quattro Formaggi

モッツァレラ、ゴルゴンゾーラ、タレッジョ
リコッタ、グラナパダーノ
mozzarella cheese,gorgonzola
cheese, taleggio cheese, ricotta
cheese, Grana Padano cheese 

水牛モッツァレラチーズの 1600
マルゲリータ
Margherita w/
Buffalo Mozzarella Cheese

水牛モッツァレラ、トマトソース、
ミニトマト、バジル、グラナパダーノ
buffalo mozzarella cheese,
tomato sauce, cherry tomatoes,
basil, Grana Padano cheese

燻製モッツァレラの 1650
マルゲリータ
Margherita w/
Smoked Mozzarella Cheese

燻製水牛モッツァレラ、トマトソース、
バジル、グラナパダーノ
smoked mozzarella cheese,
tomato sauce, basil,
Grana Padano cheese

季節野菜のオルトナーラ 1300
Seosonal Vegetable
Ortolana

季節野菜、自家製ベーコン、
モッツァレラ、グラナパダーノ
seasonal vegetables,
homemade bacon,
mozzarella cheese,
Grana Padano cheese

ブラッチョディフェッロ 1400
Braccio di Ferro

ほうれん草、リコッタチーズ、
自家製ベーコン、モッツァレラ
spinach, ricotta cheese, 
homemade bacon,
mozzarella cheese

カラブレーゼ 1650
Calabrese

水牛モッツァレラ、燻製水牛モッツァレラ、
ピカンテサラミ、トマトソース、バジル、
ンドゥイヤ、グラナパダーノ 
buffalo mozzarella, 
smoked buffalo mozzarella,
spicy salami, tomato sauce,
basil, ‘nduja (spicy spreadable salami)
Grana Padano cheese

ナポレターナ 1100
Napoletana

トマトソース、フレッシュトマト、
アンチョビ、ニンニク、オリーブ
tomato sauce, fresh tomato,
anchovy, garlic, olive

バンビーノ 1300
Bambino
トマトソース、マスカルポーネ、グラナ
セルバチコ、プロシュートコット、
コーン、マッシュルーム 、モッツァレラ
tomato sauce, Mascarpone, Corn, 
proscotcott, Grana,Mozzarella, 
mushrooms,rucola selvatica

大和肉鶏のディアボラ 1500
Local Chicken Diavola

鶏もも肉、唐辛子、グラナパダーノ、
オレガノ、ミニトマト、ナポリサラミ、
モッツァレラ、バジル
checken, mozzarella cheese, oregano, 
Napoli salami,Grana Padano cheese,
cherry tomatoes,red pepper,basil,

プロシュート ルッコラ 1600
Prosciutto e Rucola
燻製水牛モッツァレラ、モッツァレラ、
グラナパダーノ、セルバチコ、生ハム
smoked mozzarella cheese, 
mozzarella cheese, rocket, 
Grana Padano cheese,
dry-cured ham

アメリカーナ 1350
Americana

オレガノ、ナポリサラミ、
トマトソース、モッツァレラ
oregano, Napoli salami,
tomato sauce, 
mozzarella cheese

ビスマルク ビアンカ 1600
Bismarck Bianca
キノコ、卵、加熱ハム、バジル、
モッツァレラ、グラナパダーノ
mushrooms, baked ham,
basil, mozzarella cheese,
Grana Padano cheese

＊価格は全て税別となります。

チチニエッリ 1250
Cicinielli

シラス、オレガノ、トマトソース、
七味とうがらし、バジル、ニンニク
whitebait, oregano, tomato sauce,
shichimi spice mix, basil, garlic


