
*consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodborne illness. ATK 022823 

 
       Spaghetti ai Ricci di Mare       ウニパスタ  甘味たっぷり、生うにのクリーム パスタ   39    

                                          

      

★  Cacio e Pepe ペコリーノとパルミジャーノチーズのとろーりローマ名物パスタ 

                                                      テーブルサイドで仕上げます 27 
         
 
       Spaghetti alla Carbonara        ワイマナロの新鮮卵を使ったカルボナーラ スパゲティ 

                  白トリュフオイル仕立て*    33 
          
 
       Pappardelle alla Bolognese    和牛のパッパルデッレ パスタ  ラグー赤ワイン仕立て   33                                                                  
          
   
       Tagliatelle ai Frutti di Mare    エビとホタテのタリアテッレ パスタ  ニンニクとレモン風味で  

                           トリュフオイル仕立て 40
     
 
       Spaghetti al Nero di Seppia    イカ墨のピリ辛まっ黒スパゲティ     
                                                                   
 
       Rigatoni Amatriciana     パンチェッタとマウイオニオンのアマトリチャーナ風 

                                                       リガトーニ       

 

       Spaghetti alle Vongole  アサリのスパゲッティ 34 
 
 

          Risotto di Funghi      4種類のキノコのクリーミーなパルミジャーノ・リゾット 

                                                       テーブルサイドで仕上げます   29 

      
 
 

                                                

        Arrosto di Agnello           ラムのロースト オーストラリア産ラムの瞬間スモーク   54 
                    
   
        Bistecca alla         肉屋の主人おすすめ 

       Fiorentina                      骨付きリブロース 豪快トマホークステーキ   160 
    
 

★  Filetto alla Rossini          U.S.フィレミニオンステーキ＆絶品フォアグラソテー 

                                               トリュフ入りの特製マッシュポテト添え  65 
   
 
        Pesce al Sale         スズキの岩塩包み焼き   71 
 

 
 

          
 Pizza Bismark イタリア産ハム、マッシュルーム、モッツァレラ、半熟卵         

       
 
        Pizza Margherita        マルゲリータ   28 
     

              
        Owner’s Favorite            オーナーお気に入りピッツァ  えび、オニオン 

        Pizza                               たっぷりチーズにガーリックチップ   31 
     
 
        Pizza Tre Porcellini         ポルチェリーニ3種類のお肉がのったお肉好き様用ピッツァ  30 
     
       

★  Pizza Funghi e Tartufo   オーガニックのキノコ色々 白トリュフ風味 32  

         
 
        Pizza prosciutto              生ハムとフレッシュなブラータチーズのピッツァ  30  
        e burrata         

                          

 
       Bagna Cauda    バーニャカウダ  有機野菜のアンチョビガーリックオイルフォンデュ   21
    

 

★ Haku Lei        ハクレイ  ハワイの伝統的な頭につける花冠をイメージしたサラダ   20 
    

 
       Insalata Caprese    カプレーゼ  高級ブラータ生チーズとローカルトマト   20
    

 
       Zuppa di Aragosta    ロブスタースープ  まろやかクリームスープ、シェリー風味   19 
    

 
 

 
       Carpaccio di Tonno    ハワイ産生マグロのカルパッチョ 

                      バルサミコマスタードドレッシング仕立て    28 
     
 
       Sauté di Vongole        アサリの白ワインことこと蒸し  24 
 

Arancini                         ピリ辛アラビアータのミートアランチーニ  

                                          中からモッツァレラチーズがとろ～り  15

           
 
      Affettato Misto   イタリア産生ハムとサラミの盛り合わせ  30 
    

★ Tartare di Gamberi     甘エビのタルターレフランス産キャビアを敷き詰めて  40 

       e Caviale 
      

 

       Fritto di Calamari       シャキッと揚げたヤリイカのフリット  23 

                                                                                    

 

 

旬のトリュフ 
お客様のテーブルでスライスサービス致します   $30            

印のメニューに最適 

★おすすめ人気メニュー 



 

6コースメニュー 

with wine pairing $190 

 

 

Tartare di Gamberetti con Caviale   キャビアと甘エビのマリアージュ 

brut, argyle, willamette valley, oregon   
 

 

 choice of 
Bagna Cauda  バーニャカウダ  有機野菜のアンチョビガーリックオイルフォンデュ    

barbera del monferrato, braida, piemonte, italy  

or 

Insalata Caprese  カプレーゼ  高級ブラータ生チーズとローカルトマト    

chardonnay, il borro “lamelle”, toscana, italy  

 
 

Arancini  ピリ辛アラビアータのミートアランチーニ 中からモッツァレラチーズがとろ～り   

pinot noir, grosjean “vigna tzeriat”  valle d’aosta, italy  

 

 

choice of 
Spaghetti ai Ricci di Mare  ウニパスタ  甘味たっぷり、生うにのクリームパスタ   

sauvignon blanc / semillon, cullen margaret river valley, australia 
or 

Pappardelle alla Bolognese 和牛のパッパルデッレ パスタ  ラグー赤ワイン仕立て    

chianti, san felice il grigio, toscana, italy  
 
 

Filetto alla Rossini U.S.フィレミニオンステーキ＆絶品フォアグラソテー  トリフ入りの特製マッシュポテト添え 

barolo, damilano "lecinquevigne", piemonte, italy 
 

  

choice of 
Tiramisu   ティラミス  

or 
Bianco Mangiare   アーモンドパンナコッタ 自家製ココナツシャーベット添え

５コースメニュー 

with wine pairing $145 

 

 

Tartare di Gamberetti con Caviale   キャビアと甘エビのマリアージュ 

brut, argyle, willamette valley, oregon   
   

 

Zuppa di Aragosta    まろやかに仕立て上げたロブスターのクリームスープ シェリー風味 
rosé, broc cellars “love rosé”, north coast, california   

 

 

 choice of 
Bagna Cauda  バーニャカウダ  有機野菜のアンチョビガーリックオイルフォンデュ    

barbera del monferrato, braida, piemonte, italy  

or 

Insalata Caprese  カプレーゼ  高級ブラータ生チーズとローカルトマト    

chardonnay, il borro “lamelle”, toscana, italy  

 

 

choice of 
Rigatoni Amatriciana  パンチェッタとマウイオニオンのアマトリチャーナ風リガトーニ   

bordeaux blend, podere sapaio “volpolo”, toscana, italy  
 

or 
 

Spaghetti al Nero di Seppia   イカ墨のピリ辛まっ黒スパゲティ    
pinot noir, grosjean “vigna tzeriat”  valle d’aosta, italy  

 

or 
 

Spaghetti alla Carbonara  ローカルトマトとワイマナロの新鮮卵を使ったカルボナーラ スパゲティ  

 白トリュフオイル仕立て*     

gavi, michele chiarlo, piemonte, italy  

 

   

choice of 
Sorbetto  自家製 季節のシャーベット 

or 
Fragole con Gelato バニラジェラート いちごマリネ添え  


