
 

 
     

【【【【 Pranzo Giornale 】】】】 

ウィークデーウィークデーウィークデーウィークデーランチランチランチランチ        ～魚介と野菜を中心とした料理の数々をスモールポーションでお楽しみいただきます～ 
     

Starter-1 / Starter-2 / 1/2 Pasta / 1/2 Fish / Dessert / Coffee 

 

¥4,500.- 

 
前菜前菜前菜前菜 / Starter-1 

 生生生生しらすのカッペリーニしらすのカッペリーニしらすのカッペリーニしらすのカッペリーニ    レモンをレモンをレモンをレモンを絞絞絞絞ってってってって    
Cappellini with raw Shirasu, lemon 

 
前菜前菜前菜前菜 / Starter-2 

 水牛水牛水牛水牛モッツァレラとトマトのカプモッツァレラとトマトのカプモッツァレラとトマトのカプモッツァレラとトマトのカプレーゼレーゼレーゼレーゼ    初夏初夏初夏初夏のののの野菜野菜野菜野菜のサラダのサラダのサラダのサラダ    
Caprese with summer vegetables 

    1/21/21/21/2 パスタパスタパスタパスタ/ Pasta  サマートリュフサマートリュフサマートリュフサマートリュフ香香香香るタヤリンるタヤリンるタヤリンるタヤリン    ミルクのミルクのミルクのミルクの泡泡泡泡とととと絡絡絡絡めてめてめてめて    
Tajarin truffle flavor 

    1/21/21/21/2 魚料理魚料理魚料理魚料理 / Fish  海海海海のののの幸幸幸幸ときのこのカルトッチョときのこのカルトッチョときのこのカルトッチョときのこのカルトッチョ    
Cartoccio of  seafood and mashrooom 

 

    

    

ドルチェドルチェドルチェドルチェ（（（（又又又又はチーズはチーズはチーズはチーズ）））） / Dessert or Assorted cheese 
 ～～～～下記下記下記下記よりおよりおよりおよりお好好好好みのドルチェがおみのドルチェがおみのドルチェがおみのドルチェがお選選選選びいただけますびいただけますびいただけますびいただけます～～～～    （（（（本日本日本日本日のチーズのチーズのチーズのチーズ 3333 種類盛合種類盛合種類盛合種類盛合せへのせへのせへのせへの変更変更変更変更もももも承承承承りますりますりますります。）。）。）。）        ・・・・グリオットグリオットグリオットグリオット入入入入りクレーム・ブリュレりクレーム・ブリュレりクレーム・ブリュレりクレーム・ブリュレ    マスカットマスカットマスカットマスカット香香香香るるるる白白白白ワインジェラートワインジェラートワインジェラートワインジェラート    アメリカンチェリーとアメリカンチェリーとアメリカンチェリーとアメリカンチェリーと共共共共にににに    

Crème brûlée with cherry and white wine gelato, muscat flavor   ・ピンクグレープフルーツのスムージー・ピンクグレープフルーツのスムージー・ピンクグレープフルーツのスムージー・ピンクグレープフルーツのスムージー    自家製自家製自家製自家製リコッタチーズのクリームとリコッタチーズのクリームとリコッタチーズのクリームとリコッタチーズのクリームと共共共共にににに    
Pink grapefruit smoothie with homemade ricotta cheese cream 

 ※完熟完熟完熟完熟マンゴーのミルフィーユマンゴーのミルフィーユマンゴーのミルフィーユマンゴーのミルフィーユ    パッションフルーツソースパッションフルーツソースパッションフルーツソースパッションフルーツソース    ヨーグヨーグヨーグヨーグルトのソルベルトのソルベルトのソルベルトのソルベ添添添添ええええ    ((((＋＋＋＋\\\\500)500)500)500)    
Millefeuille of  ripe mango and yogurt sorbet, passion fruit sauce 

      （（（（ 8 8 8 8％％％％税金税金税金税金・・・・10101010％％％％サービスサービスサービスサービス料料料料 別別別別    ））））    
8% Tax and 10% Service charge not included. 



 
 
 
 
 
 

  

 Pranzo-A）））） 前菜前菜前菜前菜    /    パスタパスタパスタパスタ    /    ドルチェドルチェドルチェドルチェ    /    コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    …¥3,500～～～～    
 Starter / Pasta / Dessert / Coffee 
 
 

 Pranzo-C）））） 前菜前菜前菜前菜    /    パスタパスタパスタパスタ    /    メインディッシュメインディッシュメインディッシュメインディッシュ    /    ドルチェドルチェドルチェドルチェ    /    コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    …¥5,500～～～～ 
 Starter / Pasta / Maindish / Dessert / Coffee 

         
前菜前菜前菜前菜 / Starter     ・・・・白白白白アスパラガスのパンナコッタアスパラガスのパンナコッタアスパラガスのパンナコッタアスパラガスのパンナコッタ    緑緑緑緑アスパラガスのクーリアスパラガスのクーリアスパラガスのクーリアスパラガスのクーリ    赤海老赤海老赤海老赤海老マリネとマリネとマリネとマリネと共共共共にににに    

Panna cotta of  asparagus with marinated shrimp, green asparagus coulis  ・パルマ・パルマ・パルマ・パルマ産生産生産生産生ハムとハムとハムとハムと季節野菜季節野菜季節野菜季節野菜のサラダのサラダのサラダのサラダ仕立仕立仕立仕立てててて    
Parma prosiutto ham with salad  ［［［［1111 日日日日 20202020 食限定食限定食限定食限定］］］］    ※軽軽軽軽くくくく炙炙炙炙ったったったった平貝平貝平貝平貝のカルパッチョとアボカドのサラダのカルパッチョとアボカドのサラダのカルパッチョとアボカドのサラダのカルパッチョとアボカドのサラダ仕立仕立仕立仕立てててて    甘酸甘酸甘酸甘酸っぱいさくらんぼとっぱいさくらんぼとっぱいさくらんぼとっぱいさくらんぼと共共共共にににに    （＋（＋（＋（＋\\\\1,5001,5001,5001,500）））） 

Razor clam carpaccio with avocado mousse and cherry    
パスタパスタパスタパスタ / Pasta 

 ・・・・島根県産白島根県産白島根県産白島根県産白イカとバジルイカとバジルイカとバジルイカとバジル風味風味風味風味のぺペロンチーノのぺペロンチーノのぺペロンチーノのぺペロンチーノ    ホワイトセロリとしらすとホワイトセロリとしらすとホワイトセロリとしらすとホワイトセロリとしらすと共共共共にににに    
Spaghetti peperoncino with ｃuttlefish and celery, Shirasu, basil flavor 

 ・イタリア・イタリア・イタリア・イタリア産産産産モルタデッラとモルタデッラとモルタデッラとモルタデッラと宮崎県産宮崎県産宮崎県産宮崎県産フレッシュフレッシュフレッシュフレッシュきのこのクリームスパゲッティきのこのクリームスパゲッティきのこのクリームスパゲッティきのこのクリームスパゲッティ    セルバチコセルバチコセルバチコセルバチコ添添添添ええええ    
Spaghetti cream sauce with Mortadella sausage and mashroom 

 ※※※※玉光園玉光園玉光園玉光園のきのことのきのことのきのことのきのこと海老海老海老海老のからすみスパゲッティのからすみスパゲッティのからすみスパゲッティのからすみスパゲッティ    （（（（＋＋＋＋\\\\1,500)1,500)1,500)1,500)    
Spaghetti with mashroom and shrimp, dried botargo      ※※※※炭火炭火炭火炭火でででで炙炙炙炙ったったったった鮎鮎鮎鮎のスパゲッティのスパゲッティのスパゲッティのスパゲッティ    山椒風味山椒風味山椒風味山椒風味    稚鮎稚鮎稚鮎稚鮎フリットとフリットとフリットとフリットと肝肝肝肝のタプナードのタプナードのタプナードのタプナード添添添添ええええ    ((((＋＋＋＋\\\\1,000)1,000)1,000)1,000)    

Spaghetti with AYU fish ,SANSHO flavor    
メインディッシュメインディッシュメインディッシュメインディッシュ / Maindish     ・・・・本日本日本日本日のののの魚魚魚魚のグリリアのグリリアのグリリアのグリリア    とうもろこしのピュレとうもろこしのピュレとうもろこしのピュレとうもろこしのピュレ    濃縮濃縮濃縮濃縮したバルサミコとしたバルサミコとしたバルサミコとしたバルサミコと夏野菜夏野菜夏野菜夏野菜のカポナータをのカポナータをのカポナータをのカポナータを添添添添えてえてえてえて    

Grilled fish, with corn puree and balsamic vinegar, caponata   ・・・・香草香草香草香草でマリネしたイベリコでマリネしたイベリコでマリネしたイベリコでマリネしたイベリコ豚肩豚肩豚肩豚肩ロースのロースのロースのロースの炭火焼炭火焼炭火焼炭火焼きききき    サルサヴェルデとサルサヴェルデとサルサヴェルデとサルサヴェルデと野菜野菜野菜野菜のブレゼのブレゼのブレゼのブレゼ添添添添ええええ    
Charcoal grilled pork with salsa verde and vegetables   ※※※※黒毛和黒毛和黒毛和黒毛和牛牛牛牛のののの炭火焼炭火焼炭火焼炭火焼きききき    本日本日本日本日のののの部位部位部位部位でででで    ((((＋＋＋＋\\\\1,500)1,500)1,500)1,500)    

Kuroge-Wagyu steak    
ドルチェドルチェドルチェドルチェ（（（（チーズチーズチーズチーズ 3333 種類盛合種類盛合種類盛合種類盛合せへのせへのせへのせへの変更変更変更変更もももも承承承承りますりますりますります）））） / Dessert or Assorted cheese plate     ・・・・グリオットグリオットグリオットグリオット入入入入りクレーム・ブリュレりクレーム・ブリュレりクレーム・ブリュレりクレーム・ブリュレ    マスカットマスカットマスカットマスカット香香香香るるるる白白白白ワインジェラートワインジェラートワインジェラートワインジェラート    アメリカンチェリーとアメリカンチェリーとアメリカンチェリーとアメリカンチェリーと共共共共にににに    

Crème brûlée with cherry and white wine gelato, muscat flavor   ・ピンクグレープフルーツのスムージー・ピンクグレープフルーツのスムージー・ピンクグレープフルーツのスムージー・ピンクグレープフルーツのスムージー    自家製自家製自家製自家製リコッタチーズのクリームとリコッタチーズのクリームとリコッタチーズのクリームとリコッタチーズのクリームと共共共共にににに    
Pink grapefruit smoothie with homemade ricotta cheese cream 

 ※完熟完熟完熟完熟マンゴーのミルフィーユマンゴーのミルフィーユマンゴーのミルフィーユマンゴーのミルフィーユ    パッションフルーツソースパッションフルーツソースパッションフルーツソースパッションフルーツソース    ヨーグルトのソルベヨーグルトのソルベヨーグルトのソルベヨーグルトのソルベ添添添添ええええ    ((((＋＋＋＋\\\\500)500)500)500)    
Millefeuille of  ripe mango and yogurt sorbet, passion fruit sauce 

 
 
 （（（（ 8 8 8 8％％％％税金税金税金税金・・・・10101010％％％％サービスサービスサービスサービス料料料料 別別別別    ））））    

8% Tax and 10% Service charge not included. 
 ※当店の米は国産米を使用しております。 


