
Lunch
Menu

11:00-14:30 l.O. [ Sat.&Sun.-15:00 l.o.] 

A La Carte Menu
アラカルトメニュー

キッズメニュー
Kid’s Menu

■ オレンジジュース ■ グレープフルーツジュース ■ アップルジュース ■ 烏龍茶

ビュッフェドリンクよりお好きなものをどうぞ。Kid’s Set Drink Buffet

キッズピッツァランチ 900
Kids Pizza Lunch

選べるピッツァ＋フライドポテト＋ドリンクビュッフェ

● マルゲリータ ● バンビーノ
● バンビーノビアンカ

キッズパスタランチ 900
Kids Pasta Lunch

パスタ＋フライドポテト＋ドリンクビュッフェ

ボロネーゼとチーズがたっぷりの、
お子様が大好きな味。

キッズハンバーグプレートランチ 1200
Kids Hamburg Plate

ハンバーグプレート＋ドリンクビュッフェ

ジューシーでやわらかなハンバーグがメイン！
野菜もたくさん、ハンバーグプレートランチ。

トマトとモッツァレラチーズの 650
カプレーゼ
Tomato and mozzarella cheese caprese

生ハムとフルーツ 880
Cured ham and fruit

前菜の盛り合わせ 2名様分～ / 1580
Assorted appetizers
シェアにおすすめの盛り合わせ。
詳しい内容はスタッフまで。

本日鮮魚のカルパッチョ 1150
Fresh fish carpaccio

彩り野菜のバーニャカウダ 840
Bagna Cauda

アランチーニ 770
Arancini

ハーブチキンフリット 680
Herb chicken fritters

フライドポテト 550
French fries



＊ 一部写真はイメージです。 ＊価格は全て税込表示です。

Lunch Dessert

パンorライス
おかわり
自由！

Pizza Set Lunch
サラダバー、スープバー、ビュッフェドリンク付き薪窯焼きピッツァランチ ¥1500

エンゼルフードケーキ
ハーフサイズ
・バニラキャラメル
・ショコラ
Angel foodcake

300

サラダバー、スープバー、ビュッフェドリンク付きランチセット ¥1500

+¥300でパスタ大盛りOK!
- Main - - Pasta -

Alcohol
Lunch Free Alcohol 60min.生ビール 680

[ハートランド]

ランチワイン 440
[赤・白]

スパークリング 640
ワイン

テイクアウトOK！

Other Drink +200

Buffet Drink

■ カフェラテ
■ ロイヤルミルクティー
■ ココア
■ ほうじ茶ラテ

Sunday’s Bake Set Lunch

■ マンゴージュース
■ パイナップルジュース
■ ピンクレモネード

■ ビール
■ グラスワイン(赤、白）
■ スパークリング

■ ハイボール
■ レモンサワー
■ ライムサワー

■ 梅酒
アルコールドリンク60分飲み放題!+1400

本日のメイン
Today’s Main

内容は別紙メニュー
またはスタッフまで。

淡路産牛の
煮込み
ハンバーグ
AWAJI beef
Braised
Hamburger steak

+700

本日鮮魚の
メイン
Today’s
Fresh Fish
内容は別紙メニュー
またはスタッフまで。

+400

US産
牛肩ロースの
ステーキ
〈250g〉

US Beef
Shoulder Loin
Steak

+1000

モッツァレラと
バジルのトマトソース
Tomato Sauce
with Mozzarella
& Basil

+100

イタリア産
パンチェッタの
カルボナーラ
Carbonara with
Pancetta

+400

本日のパスタ
Today’s Pasta

内容は別紙メニュー
またはスタッフまで。

バジリコの
ペストジェノベーゼ
Basil Pesto
Genovese

+250

小海老と
からすみのスパゲティ
Spaghetti with Shrimp
& Bottarga

+600

本日のデザート
Today’s Dessert
内容は別紙メニュー
またはスタッフまで。

300

コーヒー [HOT・ICED]  / 紅茶 [HOT・ICED] / 本日のハーブティー [HOT] /  オレンジ / グレープフルーツ / アップル / ウーロン茶
テリーヌショコラ
Terrine Chocolat

300

クレームブリュレ
Crème Brûlée

550

Spicy

週替わりピッツァ
Weekly Pizza
旬の食材で焼き上げるピッツァ。
内容は別紙メニュー、
またはスタッフまで。

マルゲリータ
Margherita
トマトソース、バジル、
モッツァレラ

ポポロ
Popolo
トマトソース、バジル、きのこ、
ベーコン、淡路ミニトマト、ニンニク、
ブラックオリーブ、アンチョビ
＊チーズ不使用 

チチニエッリ
Chichinielli
トマトソース、しらす、
ケッパー、オレガノ、
淡路ミニトマト 
＊チーズ不使用

ロマーナ +150
Salame
トマトソース、モッツァレラ、
アンチョビ、淡路ミニトマト、
バジル、オレガノ、ニンニク

Option

チーズ
Cheese
＋300

バンビーノ +200
Bambino
トマトソース、モッツァレラ、
モルタデッラハム、玉ネギ、
コーン、ベーコン

マチェライオ +250
Machelio
トマトソース、モッツァレラ、
バジル、自家製サルシッチャ
サラミ、モルタデッラハム、
淡路ミニトマト 

ディアボラ +250
Diabora
ピカンテサラミ、
ソフトサラミ、鶏モモ、
ピカンテオイル、バジル
淡路ミニトマト、

クワトロ +600
フォルマッジ
Quattro Formaggi
モッツァレラ、リコッタ、
ゴルゴンゾーラ、タレッジョ、
国産蜂蜜添え

ミモザ +250
Mimosa
モッツァレラ、ボロネーゼ、
コーン、モルタデッラハム、
リコッタチーズ

クリスチャン +250
Cristian
モッツァレラ、サラミ、
リコッタ、国産蜂蜜、
ブラックペッパー

ビスマルク +450
ビアンコ
Bismarck Bianco
モッツァレラ、キノコ、
ベーコン、卵黄

プロシュット +500
エ ルッコラ
Prosciutto e Rucola
水牛モッツァレラ、
ルッコラ、プロシュット

TAKATSUKI +300
TAKATSUKI
高槻産野菜、
水牛モッツァレラ

卵黄
Egg yolk
＋100

Pizza Buffet Drink
+

Salad Bar Soup Bar
+ +

Salad Bar Soup Bar Main or Pasta Buffet DrinkBread or Rice
+++ +


