Appetizer

Dinner course

ディナーコース

Fresh salad

前菜

自家 製ピクルス

¥300

Vegetable ｐickles

本日の鮮魚のカルパッチョ

¥1,200

Fish carpaccio of the day

サラダ

シーザーサラダ

¥700

Caesar salad

尾道ベジサラダ

¥650

Onomichi vege salad

イタリア産オリーブ

¥400

とろけるポテトサラダ

¥400

Cheesy mashed potato salad with
a poached egg

¥750

Deep fried crispy chicken

Green olive

Fish carpaccio of the day

オリジナルフライドチキン

¥1,200

Caprese with Hiroshima mozzarella and tomato

¥4,000

本日の鮮魚のカルパッチョ

庄原 “農吉” のモッツアレラチーズと
トマトのサラダ

Pizza

ピッツア

広島ハーブ鶏マリネのサラダ
Chicken marineted salad

ガーリックトースト

¥300

Garlic toast

広島牡蠣のカキフライ

広島牡蠣のカキフライ

Deep-fried oysters with kadaif , sauce tartare

¥900

Deep-fried oysters with kadaif,sauce tartare

パンの盛り合わせ

¥1,200

自家製サルシッチャとマッシュルーム

¥1,300

瀬戸田産塩レモンのピッツァ

¥1,200

世羅産松きのこのピッツァ

¥1,500

庄原産平飼い卵とベーコンのペペロンチーノ ¥1,200

魚介の白いボロネーゼスパゲッティ

¥1,200

地アナゴとカラスミのスパゲッティ

峠下牛のジェノバ風煮込みリガトーニ

¥1,500

Margherita pizza

Salty pickled lemon and cream pizza

広島ハーブ鶏マリネ

Assorted breads

マルゲリータピッツァ

¥500

Chicken marineted salad

アカニシ貝のアヒージョ

Salsiccia , mushrooms , tomato sauce

Matsukinoko mushroom pizza

¥750

Pasta

“Akanishigai”（ turban shell)ahijo

パスタ

地アナゴとカラスミのスパゲッティ

Spaghetti aglio olio , conger eel , dried mullet roe , chives

廣島赤鶏の肝コンフィ

メイン

¥700

Chicken liver conﬁt

自家製ソーセージ

¥750

Spaghetti peperoncino, bacon,
poached egg, parmigiano-reggiano

Homemade sausage

本日の地魚のグリル

Grilled local ﬁsh of the day

¥1,600

Spaghetti aglio olio , conger eel,
dried mullet roe , chives

アボカドと瀬戸内産マテ貝のセビーチェ

もしくは

¥750

Ceviche with razor clam, guacamole

or

Spaghetti , minced seafood sauce

ポテトフライ

Rigatoni , stewed
“ Taoshita beef ” genoa style

¥500

French fries

Grill

グリル

熟成鶏もも肉のグリル

Grilled aged chicken thigh

もみじ豚のパテ・ド・カンパーニュ
Main

【BEEF】

¥800

Pate de campagne

峠下牛 ヒレ［広島県］

“Taoshita-beef” ﬁllet, Hiroshima

本日のデザート

神石高原ポーク

Soup
Coﬀee

もしくは
or

【CHICKEN】
CHICKEN
廣島赤鶏 骨付きもも肉［広島県 銘柄鶏］

¥2,800

“Hiroshima-akadori”
grilled chicken leg, Hiroshima

【PORK】
PORK

Dessert of the day

コーヒー

100g〜 ¥3,000〜

ロース200g［広島県］ ¥2,500

“Jinseki kogen-pork”loin, Hiroshima

スープ

紅茶
Tea

野菜ごろごろミネストローネ
Minestrone

¥600

具だくさんクラムチャウダー
Clam chowder

¥600

Blackbord menu

表示料金に消費税を加算させていただきます。 食材によるアレルギーのあるお客様はあらかじめ係にお申し付けください。

本日のおすすめメニューをスタッフがご案内します。
Other recommended dishes on the blackboard.

Sales tax not included.

Please inform your server if you have any allergies or dietary restrictions.

