
Flat bread
フラットブレッド

Chickpea hummus with grilled flat bread 
ひよこ豆のディップ ＂ハムス＂

Jamon serrano
ハモン・セラーノ
 
Roasted calamari stuffed with prosciutto     
プロシュートとハーブを詰めたカラマリのロースト

Zucchini and feta cheese fritter
ズッキーニとフェタチーズのフリッター

Spicy lamb and pine nut b'stilla with yogurt 
sauce and mint  
ラム、パプリカ、松の実の　”バスティラ”　
ヨーグルトソース

Moorish grilled beef brochette 
ムーア風牛ハラミのブロシェット

Chicken tagine with preserved lemons and 
green olives 
＂チキンタジン＂プリザーブドレモンとオリーブ

Coffee or tea
コーヒー又は紅茶

Flat bread
フラットブレッド

Chickpea hummus with grilled flat bread
ひよこ豆のディップ＂ハムス＂

Prosciutto di San Daniele
プロシュート・ディ・サン・ダニエレ

Spicy Moroccan crab cakes 
モロッコ風スパイシークラブケーキ

Grilled house made lamb merguez sausage 
with spicy tomato sauce and coriander
自家製ラムソーセージ”メルゲーズ”のグリル
スパイシートマトソース　 

Kale salad with dried apricots and cashews in a 
ginger dressing
ケール、アプリコット、カシューナッツのサラダ 
ジンジャードレッシング

Casarecce with tuna and tomato ragu. mint and 
orange zest
ツナ、フェンネルのトマトラグー カサレッチェ　
　
Pork loin saltimbocca wrapped in prosciutto 
and sage with garlic confit and roasted tomato
和豚もちぶたロースのサルティンボッカ

Today's dessert
本日のデザート

Coffee or tea
コーヒー又は紅茶

Flat bread
フラットブレッド

Chickpea hummus with grilled flat bread
ひよこ豆のディップ ＂ハムス＂

Jamon Iberico bellota
ハモン・イベリコ・ベジョータ

Sea bass carpaccio crudo with spring veggies, 
mint and dill  
スズキのカルパッチョ パプリカ、ズッキーニ、
トマトのラヴィゴットソース

Chicken and saffron kefta kebab with spicy 
tomato salsa   
チキンケフタ、スパイシートマトサルサ　

Greek horiatiki salad with feta and kalamata olives 
フェタチーズとカラマタオリーブのギリシャ風サラダ

Fusilli with pork sausage, broccoli, garlic, herbs 
and white wine
サルシッチャ、ブロッコリー、ペコリーノのフジッリ

Pan-roasted scallops with farro and maitake risotto 
ホタテのロースト、ファロと舞茸のクリームリゾット

Grilled beef sirloin tagliata style 
with shallot and herb sauce, spicy greens
サーロインのタリアータ　
エシャロットヴィネガーソース

Today's dessert 
本日のデザート

Coffee or tea
コーヒー又は紅茶

Menu 4,000 yen / person
"family style menu"

Please make a reservation for party menu. 
Item may change according to market availability.

Menu 5,000 yen / person
"family style menu"

Menu 6,000 yen / person

"family style menu"

Menu 6,000 yen / person

"separate style menu"

Flat bread
フラットブレッド

Assortment of cold appetizer
冷菜の盛り合わせ
  
  ・Chickpea hummus with grilled flat bread
 　 ひよこ豆のディップ “ハムス”
 
  ・Sea bass carpaccio crudo with spring veggies,   
       mint and dill  
       スズキのカルパッチョ パプリカ、ズッキーニ、 
      トマトのラヴィゴットソース
Assortment of hot appetizer 　
温菜の盛り合わせ
 
  ・Zucchini and feta cheese fritter
　  ズッキーニとフェタチーズのフリッター
  
  ・Roasted calamari stuffed with prosciutto 
  　プロシュートとハーブを詰めた
       カラマリのロースト
Kale salad with dried apricots and cashews in a 
ginger dressing
ケール、アプリコット、カシューナッツのサラダ　
ジンジャードレッシング

Pan-roasted scallops with farro and maitake risotto
ホタテのロースト ファロと舞茸のクリームリゾット
 

Grilled beef sirloin tagliata style 
with shallot and herb sauce, spicy greens
サーロインのタリアータ　
エシャロットヴィネガーソース

Today's dessert 
本日のデザート

Coffee or tea
コーヒー又は紅茶

パーティーメニューをご希望のお客様は前日までにご連絡ください。

お料理は全てシェアスタイルでのご提供になります。

仕入れの都合により内容が変更する場合がございますので、
ご了承ください。


