PRANZO
3 コース

PRANZO

ランチスペシャル
¥３，
2００

3 コース

下記の 3 つのセレクションからお好きなメニューを 1 品ずつお選びください。

ANTIPASTI

&

平日限定ランチスペシャル
¥2，
0００

下記の 3 つのセレクションからお好きなメニューを 1 品ずつお選びください。

INSALATA

Bagna Cauda

バーニャ・カウダ いろいろ有機野菜のオイルフォンデュー
fresh crudités served with a warm anchovy garlic & olive oil dip

Insalata Arugula

ルッコラと生ハムの直球サラダ
arugula, prosciutto crudo, tomatoes, parmesan cheese, italian dressing

Insalata Arugula

ルッコラと生ハムの直球サラダ
arugula, prosciutto crudo, tomatoes, parmesan cheese, italian dressing

Insalata Mista

プティ野菜のガーデンサラダ
mixed greens, petite vegetables, raspberry vinaigrette foam dressing

Insalata Mista

プティ野菜のガーデンサラダ
mixed greens, petite vegetables, raspberry vinaigrette foam dressing

Insalata Caprese

トマトと最高級水牛モッツァレラチーズのカプリ風サラダ
fresh mozzarella di bufala campana, tomatoes, basil

Antipasti Misto

前菜の盛り合わせ
cold, antipasti sampler

PRIMI

PRIMI
Spaghetti ai
Ricci di Mare

たっぷり北海道産生ウニとクリームソースのスパゲティ（＋¥1,000 ）
fresh uni, sweet garlic white wine and tomato cream sauce

Pappardelle
con Scampi

手長エビのクリームソース パッパルデッレ
shrimp scampi with sweet garlic white wine tomato cream sauce

Spaghetti alla
Carbonara

新鮮卵を使ったカルボナーラ スパゲティ
soft poached egg, cream sauce, crispy pancetta and parmesan with truffle oil

Spaghetti Puttanesca
con Gamberetti

天使のエビのプッタネスカソース スパゲティ
tiger shrimp, anchovy, olives, capers, spicy tomato sauce

Owner s
Favorite Pizza

オーナーお気に入りピッツァ
arancino’s signature pizza – shrimp,onions, fresh mozzarella,
parmesan cheese and garlic chips

Pizza Tre Porcellini

ポルチェリーニ お肉好き様用ピッツァ
meat lovers pizza - prosciutto cotto, spicy salami, sausage,
fresh mozzarella and tomato sauce

Pizza Quattro
Formaggi

クアトロ・フォルマッジ
cheese lovers pizza – perfect blend of mozzarella, mascarpone,
parmesan and gorgonzola served with a jar of honey

DOLCE
Gelato Aﬀogato

ジェラート・アフォガート Decaf・Medium・Dark ( デカフェ・ミディアム・ダーク）
自家製バニラアイスのエスプレッソがけ

Tiramisu

ティラミス オリジナル

Bonet

ボネ アマレッティの一味違うココアプリン

Gelato

ホームメードデザート

Spaghetti al
Nero di Seppia

イカ墨のピリ辛まっ黒スパゲティ
calamari sautéed in a spicy garlic squid ink sauce

Spaghetti con
Tobiko e Calamari

黒トビコとカラマリの漁師風あっさりスパゲティ
flying fish roe and lightly sautéed calamari in garlic & olive oil

Spaghetti alla Checca

トマトとモッツァレラのトマトソース スパゲティ
fresh mozzarella, cherry tomato sauce

Tagliatelle con
Prosciutto e Funghi

キノコと生ハムのクリームソース タリアテッレ
tagliatelle with prosciutto di parma & mushroom in alfredo sauce

Pappardelle
alla Bolognese

牛肉のひき肉ミートソース
classic bolognese

Pizza Margherita

マルゲリータ
fresh mozzarella, basil and tomato sauce

Pizza Parmigiana

ナスのパルミジャーノピッツァ
tomato sauce, fried eggplant, mozzarella, basil, parmesan

ジェラート Vanilla ･ Coconut ･ Raspberry＆Strawberry
（バニラ・ココナッツ・ラズベリー＆ストロベリー）

パッパルデッレ

DOLCE
Gelato

ジェラート Vanilla ･ Coconut ･ Raspberry＆Strawberry
（バニラ・ココナッツ・ラズベリー＆ストロベリー）

TEA&ILLY COFFEE

TEA&ILLY COFFEE
Tea or Coﬀee

INSALATA

Tea or Coﬀee

紅茶 or コーヒー

紅茶 or コーヒー

※当店の価格は全て外税表示です。

※当店の価格は全て外税表示です。

