
SCOPERTA 

\6,364 

前菜 / Appetizer 

旬の鮮魚のカルパッチョ ボッタルガと夏野菜のサラダ“チャルダ”添え 

Carpaccio di pesce con bottarga e cialda pugliese 
Fish Carpaccio with Botargo and Summer Vegetable Salad 

パスタ / Pasta 

自家製タリアテッレ ルーコラのピューレを和えたサルシッチャソースで 

Tagliatelle fatti in casa con salsiccia e purea di rucola 
Homemade Tagliatelle with Salsiccia Sause (Minced Pork and Rocket Puree) 

魚料理 / Fish Dish 

フレッシュトマトを使ったシンプルな魚介の煮込み ガッリーポリ風

Zuppa di pesce alla gallipolina 
Gallipoli Style Fish Soup with Fresh Tomato 

または OR 

肉料理 / Meat Dish 

パンチェッタとカチョカバッロを巻いた豚肉のロースト ポテトピューレ添え 

Bombette di maiale con purea di patate 
Roasted Pork Rolls with Cheese and Pancetta with Potato Puree 

プラス1,728円で上記魚料理と肉料理のメインディッシュを２種お召し上がり頂けます。 

Both Fish and Meat Dishes are available for an additional ¥1,728. 

デザート / Dessert 

リコッタクリームを詰めた小さなスポンジ菓子

“テッテ・デッレ・モナケ” 

Tette delle monache 
Italian mini sponge cake stuffed with ricotta cheese filling 

Tette delle monache / Italian Small Cake filled with Ricotta 

コーヒー

Caffè
Coffee

アレルギー・食材についてのご質問は係りにお問い合わせください。
Notice: Please ask our staff for ingredients contained in our products.

記載の料金はサービス料13％込みの金額です。別途税金を加算させていただきます。 
Price is inclusive of 13% service charge and is subject to tax. 
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FELICE 
 

\11,182 

 
前菜 / Appetizer 

 

雲丹、鮪、ハーブサラダをのせたプーリア風フリセッレ 
 

Friselle pugliesi con ricci di mare, tonno e misticanza di erbe 
Crispy Italian Bread “friselle” with Sea Urchin, Tuna and Herb Salad 

 
パスタ / Pasta 

 

アワビ、ズッキーニ、セミドライトマトで和えた自家製スパゲッティ 
 

Spaghetti fatti in casa con abalone, zucchini e pomodorini secchi 
Homemade Spaghetti with Abalone, Zucchini and Semi-dried Tomatoes 

 
魚料理 / Fish Dish 

 

真ゴチのカルトッチョ タイムとレモン風味 
 

Cartoccio di pesce a testa piatta in carta fata 
Soup with Flathead Fish Wrapped with Carta Fata 

 
肉料理 / Meat Dish 

 

国産牛ロース肉のグリル フレッシュトマトのピッツァイオーラ風ソース 
 

Lombata di manzo alla griglia con salsa pizzaiola fresca 
Grilled Sirloin Steak with Fresh Tomato and Oregano Sauce 

 
デザート / Dessert 

 

爽やかなオレンジのムース 芳醇なパッシートのジュレと共に 
 

Mousse all’arancia con gelo di passito 
Orange Mousse with Italian Dessert Wine Jelly 

 
コーヒー 

 

Caffè 
Coffee 

 

アレルギー・食材についてのご質問は係りにお問い合わせください。 
Notice: Please ask our staff for ingredients contained in our products. 

 

記載の料金はサービス料13％込みの金額です。別途税金を加算させていただきます。 
Price is inclusive of 13% service charge and is subject to tax. 



A la carte 
 
前菜/Antipasti 
 

パルマ産生ハムとルーコラ                                            ¥1,728 
Parma Ham with Rocket Salad 

 
カプレーゼ                                                                                                        ¥2,182 
Caprese Salad of Buffalo Mozzarella Cheese and Tomatoes 

 
ミックスサラダ                                                                   ¥819 
Mixed Salad 

 
スープ・パスタ/`Primi piatti 
 

ミネストローネ                                                                                                                       ¥1,164 
Minestrone Soup  

 
自家製スパゲッティ タラバガニを使った季節替わりのソースで                                                                                       ¥1,910 
Homemade Spaghetti with Crab Meat and Seasonal Sauce 

 
自家製スパゲッティ カルボナーラ                                                                                                 ¥1,728 
Homemade Spaghetti Carbonara 

 
タリアテッレ ボロネーゼ                                                                                                      ¥1,728 
Tagliatelle with Meat Sauce 

 
スパゲッティ 季節野菜とボッタルガのペペロンチーノ                                                                                        ¥1,728 
Spaghetti with Botargo, Hot Pepper ,Garlic and Vegetables  

 
ピッツァ/Pizza 
 

ピッツァ マルゲリータ                                                                                            ¥2,000 
Pizza Margherita with Mozzarella Cheese and Basil 

 
４種のチーズのピッツァ                                                                                                             ¥2,273 
Pizza with Four kinds of Cheese 

 
ピッツァ ビスマルク(トマトソース、生ハム、たまご、ルーコラ)                                                                                                                          ¥2,182 
Pizza Bismarck (Tomato Sause, Parma Ham, Egg, Rocket ) 

 

アレルギー・食材についてのご質問は係りにお問い合わせください。 
Notice: Please ask our staff for ingredients contained in our products. 

 

記載の料金はサービス料13％込みの金額です。別途税金を加算させていただきます。 
Prices are inclusive of 13% service charge and are subject to tax. 



A la carte 
 
メイン料理/Main Dishes 
 

本日の魚料理                                                                                                                     詳細はスタッフにお尋ねください 
Fish Dish of The Day                                                                                                                       Please ask your server for the details. 

 
本日の肉料理                                                                               詳細はスタッフにお尋ねください 
Meat Dish of The Day                                                                                                                           Please ask your server for the details. 

 
やまと豚ロース肉のグリル                                                                                                    ¥2,637 
Grilled “Yamato” Pork Loin 

 
国産牛ロースのグリル ルーコラとパルメザンチーズ添え                       300g / ¥7,819 
Grilled Beef Sirloin with Rocket Salad and Parmesan Cheese 

 
デザート/Desserts 
 

ティラミス                                                                                               ¥891 
Tiramisu 

 
自家製アイスクリーム                                                                                                           ¥619 
Homemade Ice Cream 

 
ヴァニラアイスクリームとエスプレッソ “アッフォガード”                         ¥800 
Vanilla Ice Cream and Espresso Coffee 

アレルギー・食材についてのご質問は係りにお問い合わせください。 
Notice: Please ask our staff for ingredients contained in our products. 

 

記載の料金はサービス料13％込みの金額です。別途税金を加算させていただきます。 
Prices are inclusive of 13% service charge and are subject to tax. 


