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Antipa sti （前菜）

E

N

U

Pr im i Piat t i （パスタ料理）

ラロッカ社の最高級オリーブ.......................................................................................... 	          

693 円（税込）
................................................................................................................... 	            
ヨロ研野菜のサラダ
1,078 円（税込）
................ .......................................	  
パルマ産 贅沢な 24ヶ月熟成の生ハム
1,298 円（税込）
................................................. 	             
武州和牛ローストビーフのヨロ研サラダ
1,408 円（税込）
. ....... 	             
オスミックトマトと水牛モッツァレラチーズのカプレーゼ
1,848 円（税込）
.............................. 	            
パルマ産 24ヶ月熟成の生ハムとサラミの盛合せ
1,738 円（税込）
................................................................................................................... 	            
鮮魚のカルパッチョ
1,848 円（税込）
............................ 	            
前菜の盛り合わせ
（1 名様）
（ 2 名様より承ります。
）
1,628 円（税込）
........................ 	  
武州和牛ホルモンとヨロ研野菜のスパイス煮込み
1,738 円（税込）

................................................................................           

968 円（税込）
豚肉とフレッシュトマトのスパゲッティ 香草風味
1,298 円（税込）
......................................................             
桜海老と春野菜のトマトソース フジッリ
1,518 円（税込）
...................  	             
埼玉県産豚バラ肉のトマトソース アマトリチャーナ
1,628 円（税込）
.............................................  	             
埼玉県産寄居の卵のなめらかカルボナーラ
1,628 円（税込）
........................  	             
しらすと白魚のペペロンチーノ ふきのとうの香り
1,738 円（税込）
.................................  	             
埼玉県産武州和牛と筍のボロネーゼ キタッラ
1,848 円（税込）
..........................................................................            
カラスミたっぷりのペペロンチーノ
2,068 円（税込）
イタリア産唐辛子のアラビアータ

..............................             

さいたま市産米で作るパルミジャーノチーズのリゾット
トリュフの芳醇な香りで. ......  	             2,398 円（税込）

S e co nd i（お魚料理 & お肉料理）
Pizze （ピッツァ）
..................................

トマトソースとニンニクのピッツァ”マリナーラ”
968 円（税込）
............................   
ナポリピッツァの定番 マルゲリータ
1,133 円（税込） 1,738 円（税込）
アンチョビとオレガノのピッツァ

..............................................

半熟卵とベーコンのピッツァ .........................................................
さいたま産ヨロ研野菜の菜園風ピッツァ.....................
ゴルゴンゾーラチーズと
くるみ、蜂蜜のピッツァ ...................................
サルシッチャと季節野菜、

1,188 円（税込） 1,848 円（税込）
1,298 円（税込） 1,958 円（税込）
1,298 円（税込） 1,958 円（税込）
1,408 円（税込） 2,068 円（税込）

燻製チーズのピッツァ..................................... ...... 1,408 円（税込） 2,068 円（税込）

本日のお魚料理.........................................................................................................................

         

銘柄鶏もも肉のロースト...................................................................................................... 	 

        

2,618 円（税込）

1,958 円（税込）
埼玉県産 至福の味わい豚ロースのグリル
2,618 円（税込）
............................................................. 	         
ハンガリー産 厳選鴨胸肉のロースト
2,728 円（税込）
. ..............................................................................................
         
骨つき仔羊ロースのグリル
2,838 円（税込）
............................................ 	          
埼玉県産 武州和牛のタリアータ （約 150g）
3,608 円（税込）
............................................ 	          
埼玉県産 武州和牛のタリアータ （約 200g）
4,268 円（税込）
.............................................

         

※全てのメイン料理にさいたま市産ヨーロッパ野菜の焼き野菜が付きます。

埼玉県産豚バラ肉のロースト” ポルケッタ”

D o lc i （デザート）

のピッツァ ビアンカ...................................... 1,408 円)（税込） 2,068 円（税込）
24ヶ月熟成生ハムとルッコラ・セルバチカ

豆乳を使ったティラミス . ...................................................................................................... 	       
...................................................................................................... 	       

季節のおすすめデザート

のピッツァ............... 1,628円（税込） 2,508円（税込）

デザートの盛り合わせ ............................................................................................................ 	       

【ピッツァ職人渡辺 2014 世界選手権 6 位入賞ピッツァ】
ポルチーニ茸と半熟卵のピッツァ...... ............................... ...   1,628 円（税込） 2,508 円（税込）

秩父食材を使ったジェラート各種（スタッフにお尋ね下さい）      

..................................................

４種のチーズと蜂蜜のピッツァ

1,628 円（税込） 2,508 円（税込）

................................................................................................................... 	       

埼玉県産食材 & 季節のおすすめ

オスミックトマトと水牛のモッツァレッラ
のピッツァ“アズーリ”.....................................

小菓子盛り合わせ

1,738 円（税込） 2,838 円（税込）

武州和牛ローストビーフのヨロ研サラダ

.................................................

武州和牛ホルモンとヨロ研野菜のスパイス煮込み

....................

さいたま産ヨロ研野菜の菜園風ピッツァ...........................................
しらすと白魚のペペロンチーノ ふきのとうの香り....................
ポルケッタのピッツァ ビアンカ ....................................................................

For ma ggi （チーズ）
イタリア産 チーズ 4 種の盛り合わせ

748 円（税込）
858 円（税込）
858 円（税込）
638 円（税込）
418 円（税込）

...........................................

........................................... ........................	            

1,738 円（税込）

武州和牛のタリアータ150g..........................................................................................   

1,408 円（税込）
1,738 円（税込）
1,298円（税込）
1,738 円（税込）
1,408 円（税込）
2,068円（税込）
3,608 円（税込）

