
Menu La Sfoglina　ランチメニュー 
　　　 

Weekday Lunch Service  

 　平日のランチに限り、お食事１３００円以上のご利用でパンと食後のドリンクをサービスいたします。

　  AM11:30  ~  PM14:30

〜　サラダ・前菜　Salad & Antipasti　〜 

＊ グリーンサラダ  　 Green Salad 　　¥600

＊ビーツのポテトサラダ   　Beet & Potate Salad      ¥600

＊生ハムとモッツァレッラチーズをのせたサラダ　　 Mozzarella & Prosciutto Salad　　¥1200

＊グリーンアスパラガスとサーモンをのせたサラダ   　Asparagus &  Salmon Salad　　¥1200

＊川場村産モッツァレラチーズのカプレーゼ   　Mozzarella  Cheese Caprese Salad  　  ¥1500

＊生ハムメロン　   Prosciutto & Melon　 ¥1200

＊ずわい蟹とキャビアのサラダ仕立て   　 Snow Crab and Caviare with  Vegetables Salad  　  ¥2800

＊フォアグラのテリーヌ　リンゴジャムを添えて　 Foie gras terrine with Apple Jam 　  ¥1200

＊鮮魚のカルパッチョ　　 Fish Carpaccio    ¥1200

＊奥久慈卵のインココット　黒トリュフをかけて　　 Truffled Eggs en Cocotte  　 ¥1800

＊単品 生ハム・サラミ  ・モルタデッラ　　 Prosciutto or Salami or Mortadella  各 　¥600

〜　パスタ　Primo Piatto　〜

＊タリァテッレ　ボロニェーゼソース 　　“Tagliatelle Bolognese”  Pasta with Meat Sauce       ¥1300

＊トンナレッリ　トリュフとシャンピニオンソース 　Tonnarelli pasta with Truffle & Champignon sauce   ¥1500

＊リングイネ　アッラ　ペスカトーラ  魚介のトマトソース　    Linguine alla Pescatora 　¥1400

＊リコッタチーズとほうれん草を詰めたトルテッローネ      Tortellone stuffed Ricotta & Spinach      ¥1300

＊バッカラを詰めたカッペレッティ　クリームソース      Baccala filled Cappelletti      ¥1300

＊アンナ風ラザーニャ   　Lasagna Bolognese       ¥1300

＊トランペット茸を練りこんだコルドネッティネーリ　サーモンと茸のソース  
　　　　　         Black trumpet mushroom kneaded Cordonetti pasta with salmon  　   ¥1500

＊じゃがいものニョッキ　黒トリュフのソース        Gnocchi with black truffle      ¥2000

＊タヤリン   黒トリュフをかけて   　”Tajarin”  long pasta with black truffle       ¥2000    

〜  メイン料理   Secondo Piatto  〜

＊本日のお魚のロースト     　Today’s fish roast      ¥1600

＊本日のお魚のスープ仕立て    Today’s fish in soup     ¥1800

＊赤鶏胸肉のソテー  ハーブクリームソース　 Creamy Herb Chicken      ¥1300

＊三元豚のスカロッピーネ  レモンソース　Pork Scaloppine with lemon sauce    ¥1300

＊仔羊のコンフィ    Lamb confit    ¥1600

＊牛フィレ肉のローストとフォアグラのロッシーニ風   Roast beef with foie gras “Rossini”  ¥3200

＊放牧豚の炭火焼　 Grilled Pork   ¥1800

https://www.saltandlavender.com/creamy-herb-chicken-recipe/


　　ワンドリンク付き 　パスタが選べるフルコース　　¥ 3,900- / お一人様 

 
      ＊カクテルまたはスパークリングワインまたはソフトドリンク 

　    ＊シェフおまかせ前菜　Antipasto 

　    ＊お好きなパスタチョイス  

　　    ータリアテッレ ボロニェーゼ  Tagliatelle Bolognese  

　　     ーリングイネのペスカトーラ 魚介のトマトソース Linguine alla Pescatora  

　　     ーリコッタチーズとほうれん草のトルテッローネ  Tortellone stuffed ricotta e spinach  

　　     ータヤリン サマートリュフをかけて (＋700円)　Tajarin pasta with black truffle (+¥700)  

　    ＊三元豚のスカロッピーネ　レモンソース   Pork Scaloppine with lemon sauce   

　    ＊ちいさなデザートと食後のお飲物 

 

   シェフにおまかせフルコース　　¥ 5,800- / お一人様 

　    ＊シェフがその時々のおすすめをコースに仕立ててお出しします。 
　　　好き嫌い、ご要望があればお伝えください。可能な限りお答えいたします。 

〜  その他   Other   〜

＊チーズ３種類の盛り合わせ　　 Mix Cheese    ¥1800

＊おかわりパン　 1カット　　Additional bread　    ¥100

＊オリーブオイル　　 Olive Oil     ¥400

＊トリュフバター　  Truffle Butter     ¥400

〜  ドルチェ   Dolce   〜

＊クラッシック　パンナコッタ　　 Classic Panna Cotta     ¥500

＊ティラミス　　Tiramisu     ¥500

＊トルタ・マントヴァーナ…松の実のケーキ　キャラメルジェラートと  Torta Mantovana & Caramel Gelato     ¥500

＊牛乳のジェラート   SABAのソース　Milk Gelato with SABA sauce     ¥500

＊チョコレートのトルティーノ　 Hot Chocolate cake   ¥700

記念日デザート盛り合わせプレート　（　前日までにご予約ください。） 

　　¥1500〜/2種　　¥2200〜/3種　　¥2500〜/4種 

〜  食後のドリンク   Caffe   〜　（　アイスは＋￥５０　）

＊エスプレッソ　 espresso     ¥300　　　　　＊ダブルエスプレッソ　 W Espresso      ¥400

＊カッフェ　マッキアート   　¥400                  ＊アメリカーノ　 Americano                 ¥500

＊カプチーノ　Cppuccino      ¥550                  ＊カフェラテ　Caffe e latte                  ¥550

＊紅茶　Tea 　                    　¥500             　  ＊ルイボスティー　                       　　¥500

＊オレンジルイボスティー　   ¥700                   ＊カモミールルイボスティー　　　　 ¥700

　



Dinner Menu   La Sfoglina

PM 17:30 ~ PM 22:00 ( LO 21:00)

〜　サラダ・前菜　Salad & Antipasti　〜 

＊ グリーンサラダ  　 Green Salad 　　¥700

＊ビーツのポテトサラダ   　Beet & Potate Salad      ¥700

＊生ハムとモッツァレッラチーズをのせたサラダ　　 Mozzarella & Prosciutto Salad　　¥1800

＊グリーンアスパラガスとサーモンをのせたサラダ   　Asparagus & Salmon Salad　　¥1800

＊川場村産モッツァレラチーズのカプレーゼ   　Mozzarella  Cheese Caprese Salad  　  ¥1800

＊生ハムメロン　   Prosciutto & Melon　 ¥1500

＊ずわい蟹とキャビアのサラダ仕立て   　 Snow Crab and Caviare with  Vegetables Salad  　  ¥3200

＊フォアグラのテリーヌ　リンゴジャムを添えて　 Foie gras terrine with Apple Jam 　  ¥1500

＊鮮魚のカルパッチョ　　 Fish Carpaccio    ¥1500

＊奥久慈卵のインココット　黒トリュフをかけて　　 Truffled Eggs en Cocotte  　 ¥1900

＊単品 生ハム・サラミ  ・モルタデッラ　　 Prosciutto or Salami or Mortadella  各 　¥600

〜　パスタ　Primo Piatto　〜

＊タリァテッレ　ボロニェーゼソース 　　“Tagliatelle Bolognese”  Pasta with Meat Sauce       ¥1900

＊トンナレッリ　トリュフとシャンピニオンソース 　Tonnarelli pasta with Truffle & Champignon sauce      ¥1900

＊リングイネ　アッラ　ペスカトーラ  魚介のトマトソース　    Linguine alla Pescatora 　¥2100

＊リコッタチーズとほうれん草を詰めたトルテッローネ      Tortellone stuffed Ricotta & Spinach      ¥1900

＊バッカラを詰めたカッペレッティ　クリームソース      Baccala filled Cappelletti      ¥2000

＊アンナ風ラザーニャ   　Lasagna Bolognese       ¥1800

＊トランペット茸を練りこんだコルドネッティネーリ　サーモンと茸のソース  
　　　　　         Black trumpet mushroom kneaded Cordonetti pasta with salmon  　   ¥2100

＊じゃがいものニョッキ　黒トリュフのソース        Gnocchi with black truffle      ¥2600

＊タヤリン   黒トリュフをかけて   　”Tajarin”  long pasta with black truffle       ¥2600    

〜  メイン料理   Secondo Piatto  〜

＊本日のお魚のロースト     　Today’s fish roast      ¥2600

＊本日のお魚のスープ仕立て    Today’s fish in soup     ¥2800

＊仔羊のコンフィ    Lamb confit    ¥2600

＊赤鶏胸肉のソテー  ハーブクリームソース　 Creamy Herb Chicken      ¥2200

＊三元豚のスカロッピーネ  レモンソース　Pork Scaloppine with lemon sauce    ¥2200

＊フィレ肉のローストとフォアグラのロッシーニ風   Roast beef with foie gras “Rossini”  ¥3800

＊放牧豚の炭火焼　 Grilled Pork   ¥2800

https://www.saltandlavender.com/creamy-herb-chicken-recipe/


　　　　　シェフのおすすめコース　　　　　　¥ 10,000 - / お一人様 

 
　＊お通し　Stuzzichini    
 
　＊前菜    Antipasto 

        ーずわい蟹とキャビアのサラダ仕立て  　 Snow Crab and Caviare with  Vegetables Salad  

　　　ーフレッシュポルチーニ茸ソテー　  Sauteed fresh porcini  
 

　＊パスタ　Primo Piatto 

　　ーじゃがいものラヴィオリ　ジロール茸のソース  
　　　　　                 Potate ravioli with chanterelle mushroom sauce  

　　ータヤリン  黒トリュフをかけて  　”Tajarin”  long pasta with black truffle  
 

　＊メイン料理　Secondo Piatto 

        ー牛フィレ肉のローストとフォアグラのロッシーニ風  Roast beef with foie gras “Rossini”   

 

　＊お好きなデザートと食後のお飲物 

〜  その他   Other   〜

＊チーズ３種類の盛り合わせ　　 Mix Cheese    ¥1800

＊セモリナ粉で作るプーリアパン　２カット　　 Pane Pugliese        ¥300

＊オリーブオイル　　 Olive Oil     ¥400

＊トリュフバター　  Truffle Butter     ¥400

〜  ドルチェ   Dolce   〜

＊クラッシック　パンナコッタ　　 Classic Panna Cotta     ¥600

＊ティラミス　　Tiramisu     ¥600

＊トルタ・マントヴァーナ …松の実のケーキ　キャラメルジェラートと

　　　　　　　　　                     　Torta Mantovana with Caramel Gelato     ¥600

＊牛乳のジェラート   SABAのソース　Milk Gelato with SABA sauce     ¥600

＊チョコレートのトルティーノ　 Hot Chocolate cake   ¥700

記念日デザート盛り合わせプレート　（　前日までにご予約ください。） 

　　¥1500〜/2種　　¥2200〜/3種　　¥2500〜/4種

〜  食後のドリンク   Caffe   〜　（　アイスは＋￥５０　）

＊エスプレッソ　 espresso     ¥300　　　　　＊ダブルエスプレッソ　 W Espresso      ¥400

＊カッフェ　マッキアート   　¥400                  ＊アメリカーノ　 Americano                 ¥500

＊カプチーノ　Cppuccino      ¥550                  ＊カフェラテ　Caffe e latte                  ¥550

＊紅茶　Tea 　                    　¥500             　  ＊ルイボスティー　                       　　¥500

＊オレンジルイボスティー　   ¥700                   ＊カモミールルイボスティー　　　　 ¥700

　


