
la cucina_lunch weekday_August-October

Choice of one antipasto Choice of one antipasto Choice of one antipasto
お好きな前菜をお選びください お好きな前菜をお選びください お好きな前菜をお選びください

<Verde> <Bianco> <Rosso>

The classic Italian lunch
la cucina

Choice of one primo piatto Choice of one primo piatto
お好きなプリモピアットをお選びください お好きなプリモピアットをお選びください お好きなプリモピアットをお選びください

Choice of one primo piatto

コーヒー又は紅茶

Coffee or Tea Choice of one dolce Choice of one Secondo piatto
コーヒー又は紅茶 お好きなドルチェをお選びください お好きなセコンドピアットをお選びください

Coffee or Tea Choice of one dolce
コーヒー又は紅茶 お好きなドルチェをお選びください

Coffee or Tea

ラ クッチーナでは、イタリア産リゾット米のカルナローリを使用しております

All prices are subject to consumption tax a 10% service charge.

料金には消費税と10％のサービス料を加算させていただきます

Antipasto misto will be provided for groups of 8 or more people.

８名様以上のご利用の際は、前菜を盛り合わせでご用意させていただきます

la cucina serves carnaroli rice from Italy.

¥1,900 ¥2,200 ¥2,800



la cucina_lunch weekday_August-October

la cucina

８名様以上のご利用の際は、前菜を盛り合わせでご用意させていただきます

la cucina serves carnaroli rice from Italy.

ラ クッチーナでは、イタリア産リゾット米のカルナローリを使用しております

All prices are subject to consumption tax a 10% service charge.

料金には消費税と10％のサービス料を加算させていただきます

You can enjoy all menu in a la carte / 全てのメニューはアラカルトでもお楽しみいただけます

The classic Italian lunch

Antipasto misto will be provided for groups of 8 or more people.

San Daniele ham, wild rocket, parmesan cheese

Pizza

チキンレバーパテ　野菜のピクルス　トーストブレッド

1,600

1,600

Chicken liver pate, pickled vegetables, toasted bread

レモンドレッシング　ミックスリーフ

野菜のミネストローネ

Vegetables minestrone soup

2,600

マチェドニアと季節のソルベ

Macedonia and seasonal sorbet

1,300

パンナコッタ

Panna cotta

《Chef's recommendation 》
Grilled Japanese pork rib eye

鶏モモ肉のカチャトーラ

オリーブ　ケッパー　トマト　バシル

Chicken leg cacciatora

アサリ　ケッパー　トマト　バシル

1,300

 nebbiolo sauce, sauteed radicchio

国産ポークリブアイのグリル

サンダニエーレハム　セルバチコ　パルメザンチーズ

cherry tomatoes, mozzarella cheese

チェリートマト　モッツァレラチーズ

Small size 1,700 / Normal size 2,300

リゾット　ミラネーゼ　サフラン　パルメザンチーズ

1,700

<Antipasto>

Tomatoes, mozzarella

 balsamic vinegar dressing, basil, rocket salad

Pesce

<Dolce><Secondo piatto><Primo piatto>

トマト　モッツァレラ

¥1,500

Pasta

スパゲッティー　ペペロンチーノ

¥1,300

Spaghetti aglio olio peperoncino

ラ　クッチーナ特製ティラミス

Authentic tiramisu

¥1,300

Spaghettini alle Genovese

スパゲッティーニ　ジェノベーゼ　

1,700

本日の鮮魚のグリル

　バルサミコドレッシング　バジル　セルバチコ

ツナソース　ケッパー　アンチョビ

1,600

1,700

Grilled fish of the day

lemon garlic sauce, crushed new potatoes with parsley

ブカティーニ　アマトリチャーナ

ペンネ　アラビアータ

レモンガーリックソース　ポテトサラダ

¥2,400

Acqua pazza fish of the day

clams, capers, tomato, basil

本日の鮮魚のアクアパッツァ

Slow cooked veal loin

 tuna sauce, capers, anchovy

仔牛ロースの低温調理　

1,600

 lemon dressing, mixed leafs

1,300

ラディッキオのソテー

2,800

Daily fish carpaccio

本日の鮮魚のカルパッチョ

Linguine alla vongole, bottarga

2,600

Carne

olive, basil, tomatoes, basil

リングイネ　ボンゴレ　ビアンコ

1,800

Risotto
Risotto alla Milanese, saffron, parmesan cheese


