
WEEKDAY

PASTA PLATE SETは

日替わりでどちらかのセットを

ご利用いただけます

LUNCH MENU



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パスタ大盛　+ 300 サラダ大盛 + 100

1 ,380塩鱈と春菊でアーリオオーリオ  マウンテンペッパーを添えて
Ario Orio with cod and garland chrysanthemum and Mountain pepper

1 ,380カカオのカーチョエペペ　苺を添えて
Carcho e pepe with cacao and strawberries

1 ,380燻製ベーコンと木の子でアマトリチャーナ
Amatriciana with smoked bacon and mushrooms

1 ,680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



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パスタ大盛　+ 300 サラダ大盛 + 100

1 ,380牡蠣でジェノベーゼ　金柑を添えて
Genovese with oysters and kumquat

1 ,380カカオのカーチョエペペ　苺を添えて
Carcho e pepe with cacao and strawberries

1 ,380燻製ベーコンと木の子でアマトリチャーナ
Amatriciana with smoked bacon and mushrooms

1 ,680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



HOLIDAY

PASTA PLATE SETは

日替わりでどちらかのセットを

ご利用いただけます

LUNCH MENU



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

サラダ・ブレッド 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パスタ大盛　+ 300 サラダ大盛 + 100

1 ,380塩鱈と春菊でアーリオオーリオ  マウンテンペッパーを添えて
Ario Orio with cod and garland chrysanthemum and Mountain pepper

1 ,380カカオのカーチョエペペ　苺を添えて
Carcho e pepe with cacao and strawberries

1 ,380燻製ベーコンと木の子でアマトリチャーナ
Amatriciana with smoked bacon and mushrooms

1 ,680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



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

サラダ・ブレッド 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パスタ大盛　+ 300 サラダ大盛 + 100

1 ,380牡蠣でジェノベーゼ　金柑を添えて
Genovese with oysters and kumquat

1 ,380カカオのカーチョエペペ　苺を添えて
Carcho e pepe with cacao and strawberries

1 ,380燻製ベーコンと木の子でアマトリチャーナ
Amatriciana with smoked bacon and mushrooms

1 ,680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



WEEKDAY /  HOLIDAY

アラカルトは

平日・休日共にご利用いただけます

LUNCH MENU



CICCHETTI 小皿料理

PANE

ライ麦ブレッド 1P  /  200 自家製フォカッチャ 1P  /  250

パン

ライ麦が薫るカンパーニュです。 ローズマリーが薫る自家製のパンです。

紅くるりのピクルス　柚子の香り
色鮮やかな紅くるり大根をアップルビネガーでピクルスに。

350

黒花豆と黒すり胡麻のフムス
中東の代表的な料理「フムス」。黒花豆の甘みと胡麻の香ばしさを合わせました。

480

苺バターとポップオーバーのクロスティーニ
自家製の苺バターをたっぷり乗せたドルチェのような前菜。

480

旬の野菜と米茄子でカポナータ　バルサミコで
旬の野菜がゴロッと入った少し酸味のあるトマト煮込み。

480

鶏レバームース　果物のジャム
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

イイダコとオリーブでルチアーナ風　軽いアニスの香り
イタリア・ナポリの郷土料理のたこのトマト煮。ほんのりアニスが甘く爽やかに香ります。

580

スカモルツァでカロッツァ　蜂蜜をかけて
燻製チーズ「スカモルツァ」とミントを挟んだ揚げフレンチトースト。

600

殻付き赤海老フリット　胡桃デュカで
サクッと揚がった赤海老のフリットを自家製スパイスで。

600



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

ANTIPASTO FREDDO 冷たい前菜

ハムとサラミとチーズ　グラハムクラッカー添え
数種類のハムとチーズの盛り合わせです。ちょっとしたおつまみに。

1280

パテ ド カンパーニュ  自家製ザワークラウト添え
豚・鶏レバーにスパイスを加え焼き上げた自家製のパテ。ザワークラウトとともに。

850

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。

980

生フライドポテト　スモークソルトで
自家製フライドポテトをスモークソルトでシンプルに。

580

イベリコチョリソーと林檎コンポートでタルトフランベ　シナモンの香り
薄いパン生地にシナモン香る林檎コンポートを乗せてパリッと焼き上げました。

1100

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。

1300

塩鱈と金柑とレーズンでチュプチュプ　ガルムの香り
冬に美味しい鱈と爽やかな金柑の甘み、イタリアの魚醤「ガルム」を合わせたオイル煮。

890

温かい前菜ANTIPASTO CALDO

記載メニューは全て税別となっております。お会計はお席にてお願いしております。
あらかじめ、ご了承くださいますよう、お願い致します。



サーモン　サルタート　ケッパーバターソース 山椒デュカ 木の子を添えて
「サルタート」とはソテーの意。ほどよく酸味の効いたケッパーバターソースと、山椒を主体とした
オリジナルの混合スパイスで。

2680

鴨肉　キャラメリゼ　木苺とノッチョーラのソース
鴨胸肉を甘みある「ノッチョーラ＝ヘーゼルナッツ」と木苺のソースで絡めてしっとりと焼き上げました。
木苺の甘酸味とナッツの香り豊かな一皿です。

2880

SECONDO PIATTO メインのお料理

450

500

600

630

デザート

お子様プレート

DOLCE

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。

NERORI のバスクチーズケーキ イチジクコンポート添え
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。

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。

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。

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




