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¥2,750 お子様（小学生） / per child (Elementary school)

la cucina

Buon natale

Weekend All-You-Can-Eat
December 24, 25 special offer

To reduce food waste, we request that our guests please order responsibly.

お召し上がりいただける分量にてご注文ください。

¥2,200 お子様（4～6歳） / per child (4 to 6 years old)

Price for children includes appetizers, pizza, pasta, risotto, special offer and dessert.

お子様は前菜、ピザ、パスタ、リゾット、スペシャル オファー、デザートをお楽しみください。

¥6,050 お一人様 / per person

Free flowing beverage package

Free flowing drinks for 120minutes

《 Sparkling Wine 》

Pol Messer Brut
ポールメッサーブリュット

《 Italian Liqueurs 》

Campari
カンパリ

《 Soft Drinks 》

Iced oolong tea / Orange juice / Peach juice
ウーロン茶 / オレンジジュース / ピーチジュース

¥2,200 お一人様 / per person

Wines ( White and Red ) and Beer, Wisky, Amaretto, Cinzano

Coca-Cola, Ginger Ale are available for an additional charge.

上記フリードリンクにワイン(赤・白)、ビール、ウィスキー、アマレット、チンザノ

コカ・コーラ、ジンジャーエールを追加いただけます。

+ ¥1,430

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

料金には消費税が含まれております。上記税込価格に10%のサービス料を頂戴いたします。
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《 Buon natale special menu 》 《 Buon natale special offer 》

Roasted beef

Today's chef's salad Fondveaux sauce, horseradish
本日のシェフサラダ ローストビーフ 

フォンドヴォーソース　ホースラディッシュ添え

All you can eat from below.
お好きなものをお好きなだけお召し上がりください。

《 Italian antipasto selection 》 《 Classic pizza, pasta and risotto 》

Soup of the day Pizza Margherita, tomato sauce, mozzarella, basil, olive oil
本日のスープ ピッツァ　マルゲリータ　トマトソース　モッツァレラチーズ　バジル　オリーブオイル

Mixed olives Pizza Quattro formaggio, gorgonzola, parmesan, mozzarella, scamorza
オリーブの盛り合わせ クワトロフォルマッジォ ゴルゴンゾーラ　パルメザン　モッツァレラ　スカモルツァ

Pickled vegetables Spaghettini, octopus and pork ragout, tomato sauce, herb bread cramb
野菜のピクルス スパゲッティーニ　タコと豚ひき肉のラグー　トマトソース　香草パン粉

Caprese, tomatoes, mozzarella cheese Spaghetti, classic bolognese
トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ スパゲッティ クラシックボロネーゼ

Sea bream carpaccio Today's chef's recommended pasta
真鯛のカルパッチョ 本日のおすすめパスタ

Italian cold cuts Today's chef's recommended risotto
イタリアンハムの盛り合わせ 本日のおすすめリゾット

Marinated shrimp, broccoli, anchovy
海老とブロッコリーのアンチョビマリネ

Shrimp and cauliflower Italian cooktail sauce 《 Main Course 》
海老とカリフラワーのイタリアンカクテルソース

Smoked salmon Please choose one dish from the selection below.
スモークサーモン お好みのメインディッシュを下記よりお１つお選びください

Chicken breast ham, tonnato sauce
鶏胸肉のハム仕立て　トンナートソース Acqua pazza, seabream, scampi 

Marinated scallop, carrot, vegetable drssing 真鯛と鬼手長海老のアクアパッツァ

ホタテと人参のマリネ　野菜ドレッシング

Cotechino, lentils, panchetta Roasted duck breast, balsamic sauce
コテキーノ レンズ豆 パンチェッタ 鴨肉のロースト　バルサミコソース

Zeppoline, whitebait, seaweed

コーヒー　又は　紅茶

Bred

しらすと青のりのゼッポリーネ 《 Dolce 》
Stewed trippa alla mode
トリッパのトマト煮込み Italian dolce plate
Parmigiano Reggiano イタリアン　ドルチェプレート

ブレッド To reduce food waste, we request that our guests please order responsibly.

お召し上がりいただける分量にてご注文ください。

パルミジャーノ レッジャーノ

Gorgonzola Coffee or tea
ゴルゴンゾーラ


