
MARGHERITA < basil, tomato sauce, mozzarella > MARINARA < cherry tomato, garlic, oregano, tomato sauce >

MACCHIATO < gorgonzola, tomato sauce, mozzarella >

FUNGI CREMA < mushroom, mortadella, cream sauce, mozzarella >

BISMARCK < spinach, panchetta, egg, tomato sauce, mozzarella >

4 FORMAGGI < 4 kins cheese, honey >

raw ham anchovy mushroom italian spicy salami

DIAVOLA < italian spicy salami, tomato sauce, mozzarella >

AMATRICIANA < bacon, onion, tomato sauce, parmesan >

PROSCIUTTO BIANCO < raw ham, rocket, aglio e olio >

VEGETARIANA < 4 kinds vegetable, oregano, tomato sauce >

MELANZANE < eggplant, pork, rosemary, sage, tomato sauce, mozzarella >

wild rocket egg buffalo mozzarella mozzarella

VONGOLE ROSSO < clam, tomato sauce > VONGOLE BIANCO < clam, salmon, aglio e olio >

BOLOGNESE < 4 kinds mushroom, ground beef and porc, tomato sauce >

WARM SOUP < this week's soup >

with free salad and coffee

11:00 - 15:00 <14:30 L.O.>

PROSCIUTTO < raw ham, wild rocket, tomato sauce, mozzarella >

SALSICCIA < pork, lemon, rosemary, sage, cream sauce, mozzarella >

FUNGI BIANCO < 4 kinds mushroom, bacon, aglio e olio >

GRATIN < spinach, ground beef and porc, tomato sauce, cream sauce >

PUTTANESCA < spear squid, olive, anchovy, tomato sauce >

SCALLOP AND CREMA < scallop, bacon, carrot, mushroom, cream sauce >

ALCOHOL DRINKS < draft beer / whisky with soda / sparkling or red or white wine >

SPAGHETTI 120G

SOUP DRINK ※ランチご注文で特別価格に◆ランチとご一緒にどうぞ

1100 yen

1000 yen
< pasta up +150 >

※チーズレス

※チーズレス

※ソースレス

※ペンネ

※チャウダー風

< pasta up +150 >

< pasta up +150 >

1400 yen

1500 yen

950 yen

1400 yen

バジル・トマトソース・モッツァレラ ミニトマト・ガーリック・オレガノ・トマトソース

マキアート
ゴルゴンゾーラ・トマトソース・モッツァレラ

マッシュルーム・モルタデッラ・クリームソース・モッツァレラ

ピッツァ

パスタ

フンギクレマ

ビスマルク
ほうれん草・パンチェッタ・たまご・トマトソース・モッツァレラ

ディアボラ
ピカンテサラミ・トマトソース・モッツァレラ

アマトリチャーナ
ベーコン・玉ねぎ・トマトソース・パルメザン

プロシュートビアンコ
生ハム・ルッコラ・アーリオオーリオ

ボロネーゼ
４種キノコ・合挽肉・トマトソース

４種チーズ・はちみつ
クアトロフォルマッジ

生ハム アンチョビ

ベジタリアーナ
ミニトマト・パプリカ・ズッキーニ・マッシュルーム・オレガノ・トマトソース

1300 yen 1400 yen

1500 yen

2000 yen

1400 yen

サルシッチャ
豚大挽肉・広島レモン・ローズマリー・セージ・クリームソース・モッツァレラ

1400 yen

メランザーネ
ナス・豚大挽肉・ローズマリー・セージ・トマトソース・モッツァレラ

1500 yen

150 yen200 yen マッシュルーム 100 yen ピカンテサラミ 300 yen

セルバチコ たまご 100 yen モッツァレラ 200 yen150 yen ブッファラ 600 yen ※１

メインメイン または+ +
main dish

コーヒー

紅茶
coffee or tea

グリーン

おかわり自由
サラダ
green salad

< pasta up +150 >

1200 yenボンゴレロッソ
あさり・トマトソース

< pasta up +150 >
1100 yenボンゴレビアンコ

あさり・アーリオオーリオ

< pasta up +150 >
1200 yenフンギビアンコ

４種キノコ・ベーコン・アーリオオーリオ

< pasta up +150 >
1300 yenプッタネスカ

ヤリイカ・オリーブ・アンチョビ・トマトソース

< pasta up +150 >
1400 yen帆立クリーム

帆立・ベーコン・ニンジン・キノコ・クリームソース

1300 yenグラタン
ほうれん草・合挽肉・トマトソース・クリームソース 限定

５食

アルコール100 yen

スープ

温かいスープ
週替わりのカップスープ

■ 表記料金はすべて消費税込みとなっております

ピッツァ トッピング

マリナーラマルゲリータ

ROMA PIZZA 25cm

※１ モッツァレラをブッファラに変更の場合は＋５００円となります

プロシュート エ セルバチコ
生ハム・セルバチコ・トマトソース・モッツァレラ

1800 yen

ドリンク

生ビール　／　ハイボール　／　スパークリングワイン　／　赤ワイン　／　白ワイン
400 yen

LUNCH MENU


