
￥1350～

1. マルゲリータ
トマトソース、モッツァレラ、パルミジャーノ、バジル

￥1,350

2. マリナーラ
トマトソース、ミニトマト、ニンニク、オレガノ

￥1,350

3. クワトロ・フンギ
モッツァレラ、パルミジャーノ、4種のきのこ

￥1,450

4. ミニトマトとニンニクのピッツァ
トマトソース、モッツァレラ、パルミジャーノ、ニンニク、ミニトマト、オレガノ

￥1,550

5. クワトロ・フォルマッジ
モッツァレラ、パルミジャーノ、⾃家製リコッタ、ゴルゴンゾーラ、⿊胡椒

￥1,650

6. ⽣ハムとルッコラのピッツァ
トマトソース、モッツァレラ、パルミジャーノ、⽣ハム、ルッコラ、⿊胡椒

￥1,800

7. チチニエッリ
モッツァレラ、パルミジャーノ、シラス、⾚タマネギ、ケイバー

￥1,600

8. 牡蠣とオリーブのピッツァ
モッツァレラ、パルミジャーノ、牡蠣、オリーブ、⿊胡椒

￥2,100

チーズベース

チーズ無し

チーズベース

チーズベース

チーズベース

・ コーヒー（ホット/アイス） ・ 紅茶（ホット/アイス） ・ アイスウーロン茶

・グレープフルーツジュース ・ オレンジジュース ・ アップルジュース

￥300
チーズベースのピッツァは乳⽜のモッツァレラとのミックスとなります

ピッツァのモッツァレラを⽔⽜モッツァレラに変更いたします



スパゲッティ カンチョーヴァ
アンチョビとレーズンで⽢しょっぱい味わいが特徴のシチリア⾵トマトソース
煎ったパン粉を振りかけて完成！

￥1,3501.

￥1350～

ブロッコリーのカサレッチェ
イタリアらしくクタクタのブロッコリーとたっぷりのオリーブオイルがシチリア
のショートパスタ「カサレッチェ」に絡んで春の予感を感じさせます。

￥1,4502.

ポルチーニのスパゲッティ
欧州ではキノコの王様とも呼ばれるポルチーニ茸。芳醇な⾹りと濃厚な旨味が
たっぷりのオイルパスタです。

￥1,5503.

ボロネーゼ
不動の定番、だからこそ何度も進化をしています。その度に仕込みの⼿間が増えていく…

￥1,5504.

⼩柱（⼩さい⾙柱）のトマトクリーム
実は当店のランチメニューにクリームパスタが登場するのはかなり久しぶりです。この機会
に是⾮お試しを。

￥1,6505.

ご希望の⽅へ⾃家製フォカッチャを無料で1つお付けします

⼤盛り
追加のフォカッチャ

￥200
￥50

・ コーヒー（ホット/アイス） ・ 紅茶（ホット/アイス） ・ アイスウーロン茶

・グレープフルーツジュース ・ オレンジジュース ・ アップルジュース

￥400
乳⽜の2倍以上の乳脂肪分を持つ⽔⽜の乳を使⽤したチェリーサイズのモッツァレラとフルーツトマトのカプレーゼです。

濃厚な⽔⽜モッツァレラをシンプルに味わう⼀品です。

⽔⽜モッツァレラのカプレーゼ



Drink Menu

￥420深煎りブレンドコーヒー

Coffee
Hot

Special roast coffee

￥420アメリカンコーヒー
Coffee Americano

￥420エスプレッソ
Espresso

￥470カフェオレ
Café au lait

￥470カプチーノ
Cappuccino

￥470キャラメルマキアート
Caramel macchiato

￥470カフェモカ
Café mocha

￥420アイスコーヒー

Ice

Iced coffee

￥470アイスカフェオレ
Iced café au lait

￥420ブレンドティー

Tea
Hot

Blended leaf  tea

￥420アールグレイ
Earl grey tea

￥420ダージリン
Darjeeling tea

￥470アッサム
Assam tea

￥470ロイヤルミルクティー
Royal milk tea

￥420アイスティー

Ice

Iced tea

￥420オレンジジュース

Other Beverages

Orange juice

￥420アップルジュース
Apple juice

￥420グレープフルーツジュース
Grapefruit juice

￥420コーラ
Coca-Cola

￥420ジンジャーエール
Ginger Ale (Canada Dry)

￥420トニックウォーター
Tonic water

￥420ウーロン茶
Iced Oolong tea

￥500⾃家製レモネードソーダ
Homemade Lemonade Soda

￥500⾃家製ジンジャーエール
Homemade Ginger Ale

￥650エビス瓶ビール(中瓶)

Beer・Wine・Liquor

“YEBISU” Beer

￥550ノンアルコールビール
Non-alcoholic beer

￥500グラスワイン⾚／⽩
House Wine Red or White -Glass

￥1,500デキャンタワイン⾚／⽩
House Wine R/W -Half  Carafe -

￥750ウイスキー知多
Whiskey “The Chita”

￥500 ～各種カクテル
Cocktails

￥3,500 ～各種ボトルワイン
Various bottle of  wine



グリーンサラダ
Green Salad

￥500

⽣ハムのサラダ
Salad with Prosciutto

￥1,250

⽔⽜モッツァレラのカプレーゼ
Caprese (using water buffalo mozzarella)

￥1,200

⽣ハム＆サラミ
Assorted Salami and Proshute

￥400

サラダとお任せ前菜2種盛り
Salad and two kinds of appetizers recommended by the chef

￥950

2〜3⼈前

2〜3⼈前

3⼈前

1⼈前

2⼈前

トルタ カプレーゼ (カプリ島のチョコレートケーキ、⼩⻨粉不使⽤)
Torta caprese (Gluten Free)

￥500

アッフォガート・アル・カッフェ
Affogato al caffe

￥1,250

ドルチェ3種盛り（コーヒー／紅茶付き）
Assorted 3 Dolce（With Coffee or Tea ）

￥1,200

ジェラート（下からお好きな2種をお選び下さい）
Gelato (Choose your favorite two kinds from the bottom)

￥400

・バニラ Vanilla ￥950
・ピスタチオ Pistachio

・クリームチーズ Cream cheese

・ベルギーチョコ Belgian chocolate

・マンゴー Mango

バースデー・ウエディングケーキのご⽤命も受け付けております
⼤切な⽅のお祝いに、世界で１つだけのケーキはいかがですか
（お引き渡し予定⽇の1週間前までにご予約をお願い致します）

Cafe & Dinner time only


