
LUNCH PASTA PLATE SET
WEEKDAY 11 :30 -  15:30

サラダ・ブレッド・コーヒー or 紅茶 付

（ 上記パスタは全てワンプレートセットとなります。 ）

（1日限定 / 20 食とさせていただいております。）

パンのおかわり　+ 100 (110)パスタ大盛　+ 300 (330) サラダ大盛 + 100 (110)

烏賊のジェノベーゼ　柿とディルを添えて
Genovese with squid and persimmon and dill

秋鯖と銀杏でアーリオオーリオ　ほうじ茶の香り
Ario Orio with mackerel and ginkgo scent of roasted green tea

蝦夷鹿のボロネーゼ　赤葡萄を添えて
Ezo deer Bolognese with red grapes

雲丹でウニボナーラ ペコリーノロマーノの香り
Carbonara of sea urchin

1380  (1518)

1380  (1518)

1380  (1518)

1680  (1848)
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本日のカルパッチョ 柑橘の薫り
新鮮な魚を柑橘を使ったソースでお楽しみください。詳しくはスタッフまで。

ASK

紫芋で塩スイートポテト
一口サイズのスイートポテト。天然海塩をかけておつまみ風に。

1P   /  300 (330)

りんごバターのクロスティーニ
自家製りんごバターをデニッシュに合わせたドルチェのような前菜。

1P   /  400 (440)

きのこと南瓜のカポナータ
きのこの風味と南瓜の甘みを合わせた野菜のトマト煮込み。

480 (528)

栗とひよこ豆のフムス グラハムクラッカーを添えて
中東の代表的な料理「フムス」。栗の優しい甘さをプラスしました。

500 (550)

鶏レバームース 果物のジャムを添えて
レバーの臭みを感じさせないムースにジャムを添えて。

500 (550)

レーズンとドライトマトでポテサラ タレッジォチーズを添えて
タレッジォチーズの穏やかな口当たりと香りがアクセントに。

530 (583)

炙り柿と銀杏 黒胡麻のバーニャカウダソースで
秋の旬の食材を楽しめます。黒胡麻がふわっと香る自家製ソースを合わせました。

550 (605)

わかさぎフリット ミモレットチーズとバルサミコクリーム
サクッと揚げたフリットに色鮮やかなミモレットをたっぷりとかけています。

580 (638)

ANTIPASTO 前菜

季節の果物とモッツァレラのアールグレイカプレーゼ
旬の果物とミントを使ったNERORI オリジナルの「カプレーゼ」。アールグレイの香りをプラスしました。

930 (1023)

PANE

ライ麦ブレッド 1P / 200 (220)

パン

ライ麦が薫るカンパーニュです。

自家製フォカッチャ 1P / 250 (275)

ローズマリーが薫る自家製のパンです。



鴨肉 キャラメリゼ マディラとシナモンのソース 季節の果物のコンポートを添えて
しっとりと焼き上げた鴨肉に、シナモン香るマディラワインの甘みのあるソースを合わせました。
季節の果物のコンポートはスタッフまで。

2880 (3168)

牛肉 ビステッカ フルールドセルとセルバチコのサラダを添えて
その日の仕入れで部位を変更しています。希少部位の「イチボ」等の事も。「ビステッカ」はイタリア語
でビーフステーキの意。フランス産、大粒の天日塩「フルールドセル」とマスタードでシンプルに。

2990 (3289)

SECONDO PIATTO メインのお料理

生フライドポテト スモークソルトで
生のじゃがいもをそのまま揚げたフライドポテト。スモークソルトで。

580 (638)

ヴィンコットで煮た牛肉と赤玉ねぎでタルトフランベ 赤葡萄を添えて
薄焼きのパン生地に甘みのあるぶどう酢で煮込んだ牛肉を乗せパリッと焼き上げました。

1200 (1320)

NERORI のスフレオムレツ トリュフクリームとペコリーノロマーノ
当店一番人気の「スフレオムレツ」。ふわっと口の中で溶けて、トリュフの薫りに包まれます。
数に限りがございます。予めご了承ください。

1300 (1430)

秋刀魚のインボルティーニ マンダリンの香り
秋刀魚と数種のハーブが入ったパン粉の包み焼き。オレンジ香る爽やかなトマトソースで。

920 (1012)

温かい前菜ANTIPASTO CALDO

LUNCH PASTA SET 以外のアラカルトメニューのみのご利用の方には 1DRINK / 1FOOD をお願いしております。
予め、ご了承くださいますよう、お願いいたします。

お子様プレートKIDS PLATE

トマトクリームパスタプレート
パスタ・フライドポテト・ミニゼリー付きのお子様用セットです。

※ 事前に御相談の無い離乳食の持込、飲食は御遠慮頂いております。
　 尚、離乳食は衛生上の都合上、市販品のみとさせて頂きます。

650 (715)



オレンジシャーベット
食後にピッタリのすっきりした味わいです。

450 (495)

NERORI のバスクチーズケーキ
スペインのバスク地方発祥の外側を黒く焦がした濃厚な風味のチーズケーキ。

500 (550)

アフォガード
バニラアイスにエスプレッソをかけて食べるイタリアンドルチェ。

600 (660)

チョコラータティラミス グランマルニエの香り
イタリアの伝統的なドルチェをチョコレートとグランマルニエで仕上げました。

600 (660)

DOLCE デザート

記載メニューは () 内が税込表記となっております。お会計はレジにてお願いいたします。
あらかじめ、ご了承くださいますよう、お願い致します。




