
italian Tapas spanish Tapas

Octopus ceviche
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

600[税込660]

900[税込990]

Popcorn chicken
ポップコーン・ピカンテチキン
ビールにぴったり！ひとくちサイズのチキンをカラッと揚げて、辛味ソースでどうぞ！

Recommended 600[税込660]

900[税込990]

garlic Sauteed Gizzard  
砂肝のガーリックプランチャ
ハーブの香りがアクセント 600[税込660]

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

Recommended

900[税込990]

segovian style mushrooms
マッシュルームのセゴビア風
生ハムをつめて焼き上げたジューシーなマッシュルーム

600[税込660]

JOSPER OVEN
josper oven grilled cauliflower
カリフラワーのジョスパー・グリル
アンチョビ・ガーリックのソース 600[税込660]

cheese platter  　　                                                          1500 [税込1,650]
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

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

parmigiano reggiano　　                    600 [税込660] 
パルミジャーノレッジャーノ[コクと旨味のハードチーズ]

brie    　　                             600 [税込660] 
ブリー [クリーミーな白カビチーズ]

SHIBUICHI  BREAD 
渋いちベーカリーのこだわりパン

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

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] 
燻製カジキマグロとたっぷり野菜のサラダ イタリアンドレッシング

Arugula  salad                                  800 [税込880] 
ルッコラサラダ シトロンドレッシング

basic GREEN salad   　　                             　　   600 [税込660]
ベーシック・グリーンサラダ バルサミコ・ドレッシング

SALADS CHEESE

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

900[税込990]

APPETIZERS

meat Carpaccio
数量限定 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]

1300
[税込1,430]

単
品

herb butter sauteed whelk  　 　　1000 [税込1,100] 
ツブ貝のハーブバターソテー
プリッとしたツブ貝をハーブが香るバターと一緒に

牡蠣は17:00以降のご提供となります

raw oyster  ¥ASK 
生牡蠣  - 本日の入荷生牡蠣

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

Swordfish cutlet
カジキマグロコトレッタ 焼きトマトのソース
ふわっと柔らかなカジキマグロをカツレツに。

FRESH
STARTERS

まずはここから

Recommended

1100 [税込1,210]Recommended

seasonal fruit &         1100 [税込1,210]
burratina caprese
旬のフレッシュフルーツとブラティーナ・チーズのカプレーゼ

seasonal fruit &         1100 [税込1,210]
burratina caprese
旬のフレッシュフルーツとブラティーナ・チーズのカプレーゼ

S / 1700 [税込1,870] L / 2900 [税込3,190]

SURF & TURF Platter
サーフ・アンド・ターフ プラッター
マリネなどの魚の冷前菜とパテやハムなどの
シャルキトリーの盛り合わせ。
内容は日替わりでご用意いたします！

smoked swordfish carpaccio
薫製メカジキのカルパッチョ
ミックスナッツのソース Recommended

600[税込660]

900[税込990]

Mushroom frittata -italian omelette

マッシュルームのオムレツ ”フリッタータ”
熱々きのこのイタリアンオムレツ 600[税込660]

Marinated scottish Salmon
スコティッシュサーモンのマリネ
レモンドレッシングで、さっぱりと仕上げました

600[税込660]

900[税込990]

Squid  Fritto
活・小イカのフリット
軽い衣のフリット・自家製タルタルソースとフレッシュレモン 900[税込990]

oven grilled ripen potato & mozzarella
熟成メークインとモッツァレラのオーブン焼き
熟成して甘味がギュッと凝縮したメークイーンと
トロトロ・熱々モッツァレラを焼き上げました！ 600[税込660]

homemade pickles & olives
自家製ピクルスとオリーブ 600[税込660]

homemade salsiccia
やまと豚の自家製サルシッチャ
ジューシーに仕上げた自慢の自家製サルシッチャ 600[税込660]

Recommended

marinated fruit tomatoes
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

600[税込660]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！



paella

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。

Grilled pork
岩手県産 プラチナポークのジョスパーグリル 
旨味がたっぷりの白金豚を香ばしくグリルしました。アップルジンジャーソースでどうぞ。

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。

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 cheese

1300 [税込1,430]
 1800 [税込1,980]

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, parmesan cheese

1550 [税込1,705]
2100 [税込2,310]

homemade bolognese
自家製ボロネーゼ
homemade Bolognese, Parmesan Cheese, Montrey Jack Cheese

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

1500 [税込1,650]
2000 [税込2,200]

1550 [税込1,705]
2100 [税込2,310]

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

1300 [税込1,430]
 1800 [税込1,980]

ROSSO / tomato

bianco/cheese

pasta

Oyster cream sauCe 真牡蠣のペペロンチーノ 1350 [税込1,485]
oyster, maitake mushroom, bacon, bottarga

[スパゲティ・1.77mm] 
イタリア産・最高品質

タンマ社製

Spaghetti

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！

※当店は国産米を使用しています。▶ パエリアはご提供に20分ほどお時間を頂戴いたします。

1750/ 200g
[税込1,925]

1050 / 1pc
[税込1,155]

fresh pomodoro フルーツトマトのフレッシュポモドーロ 1300 [税込1,430]
fruit tomatoes, mini tomatoes, onion, basil, garlic,
chili peppers, olive oil

pesto with octopus & potatoes 1250 [税込1,375]
真だこのジェノベーゼソース
octopus, potato, green beans, pesto, garlic, olive oil

homemade Bolognese 自家製ボロネーゼ 1250 [税込1,375]
homemade bolognese, garlic, parmigiano

[リングイネ]
中太・もちもち
ロングパスタ

Linguine

650 [税込715] 

homemade tiRamisu
自家製ティラミス
650 [税込715] 

crema catalana
rhubarb confiture
クレマ・カタラーナ
ルバーブのコンフィチュール
650 [税込715] 

1500 [税込1,650]
2000 [税込2,200]

clams, bell peppers, tomato sauce, galic, stock, parsley, lemon

clams Paella
たっぷりアサリのパエージャ
clams, bell peppers, tomato sauce, galic, stock, parsley, lemon

2500 [税込2,750]

Vongole bianco ヴォンゴレ・ビアンコ 1300 [税込1,430]
clams, tomato, garlic, olive oil, chili pepper

whelk  &  ooba herb ツブ貝と大葉の柚子胡椒 和風ソース  1300 [税込1,430]
whelk, shimeji, ooba, garlic,  clam juice, yuzu gosho, butter

chitarra
[キタッラ]

断面が四角いロングパスタ

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
sea urchin, onion, anchovy, caper, tomato sauce, heavy cream,
white wine, garlic, chili pepper, olive oil, lemon

basque Cheese cake
blueberry sauce
自家製バスクチーズケーキ
国産ブルーベリーソース
650 [税込715] 

arrabiata  アラビアータ 1100 [税込1,210]
MINI TOMATOES, NDUJA, ONION, TOMATO SAUCE, GARLIC, OLIVE OIL, SMOKED PAPRIKA POWDER

prosciutto & mushroom cream sauce 1300 [税込1,430]
生ハムとマッシュルームのクリームソース
prosciutto, mushrooms, heavy cream

  1500
[税込1,650]

shrimp, bell peppers, tomato sauce,americaine,
galic, stock, parsley, lemon

shrimp Paella
海老のパエージャ
shrimp, bell peppers, tomato sauce,americaine,
galic, stock, parsley, lemon

2700 [税込2,970]

tripe, roasted beef, bell peppers, tomato sauce,
galic, stock, parsley, lemon

mixEd meat Paella
肉屋のパエージャ
tripe, roasted beef, bell peppers, tomato sauce,
galic, stock, parsley, lemon

2600 [税込2,860]

shrimp, clams, crab, bell peppers, tripe, beef,
tomato sauce, garlic, parsley, lemon

the rigoletto paella
ザ・リゴレット・パエージャ
shrimp, clams, crab, bell peppers, tripe, beef,
tomato sauce, garlic, parsley, lemon

3200 [税込3,520]

2650 / 150g
[税込2,915]

Oomugigyu beef fillet
w/truffle Madeira Sauce
大麦牛 牛フィレ肉 トリュフマデイラソース
シルキーな赤身のフィレ肉を、トリュフが香るソースで

2450/ 150g
[税込2,695]

KUROGE WAGYU Beef loin
仙台産 黒毛和牛ロイン
柔らかくて、脂が甘く、バランスが良い肉質。

KUROGE WAGYU Beef loin
仙台産 黒毛和牛ロイン
柔らかくて、脂が甘く、バランスが良い肉質。

2950 / 300g
[税込3,245]

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。

kuroge wagyu aitchbone
黒毛和牛イチボ
柔らかさと、脂がよくのった食べ応えのある部位

2550 / 150g
[税込2,805]

300 [税込330]

vanilla ice cream 
バニラアイスクリーム
300 [税込330]

butcher / josper grill 
beef

4600 / 300g
[税込5,060]

PORK

CHICKEN

lamb

Fried Potatoes      フライドポテト/プレーン　　600 [税込660]
anchovy fried potatoes     フライドポテト/アンチョビ　600 [税込660]
creamy mashed 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　   　  300 [税込330]
fruit tomato salad    フルーツトマトサラダ 　　 300 [税込330]S

ID
E

S

Pizza

dOLCE

Gluten free Fettuccine 
グルテンフリー玄米フェットチーネ

casarecce
カサレッチェ
断面がS字になったショートパスタ

mezze maniche
メッツェ・マニケ
”半袖”という意味の筒形ショートパスタ

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。All Carefully Cooked with Natural Ingredients. No Processed Ingredients Anywhere.

ALL NATURAL
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。

gorgonzola cream sauce with sALmon  1250 [税込1,375]
サーモンとゴルゴンゾーラのクリームソース
salmon, broccoli, gorgonzola, butter, heavy cream

Beef ragout  牛肉ラグーソース 1650 [税込1,815]
beef ragout, maitake, tomato sauce, garlic, olive oil, butter, parmigiano

bottarga イタリア産カラスミのアーリオ・オーリオ 1400 [税込1,540]
bottarga, clam stock, olive oil

spicy cod roe & cream 無添加明太子クリーム 1200 [税込1,320]
cod roe, butter, heavy cream, garlic, lemon, green onion

shrimp tomato cream 小海老のトマトクリーム 1350 [税込1,485]
shrimp, americaine, heavy cream, olive oil, garlic, chili pepper, lemon

Carbonara カルボナーラ 1200 [税込1,320]
egg, heavy cream, butter, bacon, garlic, black pepper,parmigiano

gateau chocolate
american cherry sauce
濃厚ガトーショコラ
アメリカンチェリーのソース
650 [税込715] 

Crémet d'Anjou
mango & passionfruit
sauce
クレームダンジュ マンゴーと
パッションフルーツのソース
650 [税込715] 


