Lu n c h C o u r s e

3,500

野 菜ジュース

パスタ

Vegetable juice

Today’s pasta

菜 園 風サラダ

ピッツァフォカッチャ

Salad

季 節 感 溢れる
1 0種 類 前 菜 の 盛 合 せ

Seasonal assorted appetizer

南瓜とマンゴーラッシー / 穴子のリゾット / 山椒伊達巻
リコッタチーズの芋餅 / じゅんさいと金魚草 / フルティカコンポート
空豆のケーキ / 国産牛のたたき / 鰹のミキュイ
稚鮎といちじくのシェリー煮

Pizza focaccia

[choose one]
選べるメイン料理
白身魚のポワレ

Poiret of the white fish
京丹波高原豚のグリル

Grilled Kyotanba plateau pork
京都産黒毛和牛のロースト（+1000円）

Rosted Kyoto Wagyu beef

Lassi of pumpkin and mango / Risotto with conger / Rolled omlet with Japanese pepper
Imo-mochi with ricotta cheese / Jelled water-shield and snapdragons / Tomato compote
Cake of fava beens / Seared Japanese beef
Half-cooked bonito / Shelly-candied young sweetfish and fig

季節の自家製デザート

Seasonal dessert

食後のお飲物

Coffee / Tea

Lu n c h S e t

2,300
[choose one]
ピッツァ4種またはパスタ3種からおひとつお選びください
野 菜ジュース

Vegetable juice

Today’s pizza or pasta
Pizza
マルゲリータ

Margherita

菜 園 風サラダ

Salad

ゴ ルゴンゾーラ

Gorgonzola

ブラッチョ・ディ・フェッロ

Braccio di ferro

季 節 感 溢れる
1 0種 類 前 菜 の 盛 合 せ

Seasonal assorted appetizer

ゆかりと４種のチーズ
Four kinds of cheese pizza with shiso leaves

Pasta（with pizza focaccia）
南瓜とマンゴーラッシー / 穴子のリゾット / 山椒伊達巻
リコッタチーズの芋餅 / じゅんさいと金魚草 / フルティカコンポート
空豆のケーキ / 国産牛のたたき / 鰹のミキュイ

自家製サルシッチャとフレッシュトマトソースパスタ

Spaghettini of Italian sausage and fresh tomato sauce

夏鰈と伏見甘長獅子唐のサルサ スパゲッティーニ

稚鮎といちじくのシェリー煮

Spaghettini of flatfish and 3 kinds of pepper sauce

Lassi of pumpkin and mango / Risotto with conger / Rolled omlet with Japanese pepper

ホタテとゴールドラッシュのクリームソース黒胡椒風味 バヴェッティーニ

Babettini of scallop and corn creams sauce

Imo-mochi with ricotta cheese / Jelled water-shield and snapdragons / Tomato compote
Cake of fava beens / Seared Japanese beef
Half-cooked bonito / Shelly-candied young sweetfish and fig

一口デザート

Petit dessert

（+300円で季節の自家製デザートに変更できます）

(with another 300 yen the option can be changed to seasonal dessert)

食後のお飲物

coffee / tea

Drink Menu

W INE

BEER
900

スパークリングワイン

Sparkling wine
シャンパン

Champagne

1,800

ワイン（ 白・赤 ）

Wine(white/red)

プレミアムモルツ

Draft beer

900

オールフリー（ノンアルコール）800

Alcohol-free beer

700

ボトルワインご希望のお客様は、スタッフまでお申し付けください。

If you need bottle wine menu, please tell us.

S O FT DR INK
自 家 製ジンジャーエール（辛口）

800

ジンジャーエール ( 甘口 )

600

オレンジジュース

600

パイナップルジュース

600

グレープフルーツジュース

600

クランベリージュース

600

コーラ

600

ミネラルウォーター
（ナチュラーレ / フリッザンテ）

600

Homemade dry ginger ale
Ginger ale

Orange juice

Pineapple juice

Grapefruit juice
Cranberry juice
Coke

Mineral water(Surgiva Naturale/Frizzante)

食物アレルギーをお持ちのお客様はご注文の前にスタッフにお伝えください。
If you have any concerns regardring foods,please alert your server prior to ordering.
当店では国産米を使用しています。
We use 100% Japanese grown rice.
表記の価格には消費税・サービス料10％が含まれています。
This price includes tax and service charges.

