ルナ
レストラン & ピッツェリア
2003年開店

"．．．オリジナル薪オーブンのピザ専門店"

小皿
マンサニリャ オリーブ

3.00

グリーン オリーブ グリッシーニ
トマト ブルスケッタ

3.50

ロースト チェリー トマトとニンニク&バジル
ニンニク パン

3.50

自家製パンとニンニク&パセリ バター
アランチーニ（2 個）

4.00

モッツァレラ入りリゾット ボールとトマトソース
若いイカのカリカリ揚げ

6.50

海塩&ニンニク風味、アイオリ&レモン添
サーモン カルパッチョ

7.50

薄切りサーモンとケーパー&ディルソース、レモン&大根
タコ焼き
砕いたジャガイモ、ディル、レモン、ケーパー、トマト、ニンニク&オリーブオイル
クロケット（3 個）
軽く粉砕したジャガイモ、パルメザン&ハム コロッケとトリュフ アイオリ
ビーフ カルパッチョ
薄切り牛肉とクリーム ポルチーニ キノコ、トリュフ オイル、パルメザン&レモン

8.50

4.00
8.00

シャクテリエ＆チーズ
フォカッチャ&梨チャトネ添え
保存肉&チーズプレート

12.50

厳選された冷肉&チーズ
保存肉プレート（100g）
プロシュット ディ パルマ、サラミ ミラノ、チョリソの野菜漬けから選ぶ

9.50

チーズプレート（100g）
11.50

ゴルゴンゾラ、ヤギチーズ、パルメザン、タレッジョ

ルナは持続可能性を信じているだけでなく、最高の地元産地が利用可能であるときに地元の農家を支
援しています。

すべての価格は 7％のサービス料を含まない

サラダ
アンティパスト
ミックス レタス、グリル野菜、ロースト赤ピーマン、日干しトマト、アーティチョーク&オ

7.00

リーブ
カプレーゼ
新鮮なモッツァレラ、トマト&バジルサラダとバルサミコのビネグレット

7.50

ツナサラダ
タプナード、豆、オリーブ、トマト、卵のゴマクラスト赤マグロ

9.50

ロースト ビートルーツ
ヤギチーズ、クルミ、クレソン&バルサムのドレッシング

7.00

シーザー

8.50

スモークチキン、レタス、プロシュット、パルメザン、アンチョビ&ポーチドエッグ
ワイルド ロケット サラダ

7.00

赤タマネギ、スパイス ロースト梨&パルメザン

シーフード
ハーブ クラスト白マグロ

14.00

キノコ、トマト パサータ&マスタード ソース
クリスピー スキン サーモン

16.00

ペペロナータ上、トマト&オリーブ オイル ソース

肉
ロースト ラム ラック
ロースト ニンジン&ジャガイモ グラタンとニンジン&生姜ピューレ
ゆっくりと調理されたラム シャンク

18.00

16.00

ニンニク、新鮮なローズマリー&マッシュポテト
チキン カラブレーゼ

スパイシーなトマトソース、オリーブ、マッシュポテト

13.00

48 時間ビーフショートリブ
カリフラワーのクリーム、スパイスカリフラワー&スナップエンドウ

18.00

子牛エスカロップ
レモンソース、焼き野菜

15.00

オーストラリア産グリル牛ロース
豊かなジャガイモピューレ、サルサベルデ、ローストタマネギ、クレソンサラダ

すべての価格は 7％のサービス料を含まない

21.00

パスタ&リゾット
ポテト ニョッキ ペスト
7.00

バジル、パインナッツ&パルメザン
パンプキン メッツァーナ

7.00

カボチャ、フェタ&焦がしバターの入った半月パスタ
リガトーン
イタリアンソーセージ、オリーブ、リコッタ&トマトソース
スパゲッティ ボロネーズ

8.50
7.00

牛ミンチ、バジル&トマトソース
スパゲッティ ミートボール

8.50

バジル&トマトソース、パルメザンチーズ
スパゲッティ カルボナーラ

7.00

卵、ベーコン、クリーム&パルメザンチーズ
パッパルデッレ ラム ラグー
ラムシャンク、カラメルタマネギ、グリーンピース、ミント

9.50

ラビオリ プリマベーラ
グリーンピース、リコッタ、ミント、レモン&薄く削られたパルマ

8.50

キノコ タリアテッレ
ミックスキノコのソテー、白ワイン、マスカルポーネ&タレッジョ

8.50

リングイネ ペスカトーラ
薪で焼いたミックスシーフード&トマトソース

8.50

タリアテッレ ダック ラグー
細切りアヒル脚、グリーンオリーブ&トマトソース

8.50

焼きペンネチキンとキノコ
8.50

薪で焼いた鶏胸肉、モッツァレラ、タマネギ&キノコ
ペンネ プッタネスカ

8.00

アンチョビ、黒オリーブ、ケーパー、チリ&トマトソース
ラザニア ボロネーズ

8.00

牛ミンチ、トマト&ベシャメルソース
キノコ リゾット

7.00

キノコのソテー、パルメザンチーズ&トリュフオイル

すべての価格は 7％のサービス料を含まない

ピザ
すべてのピザはカルゾーネとして準備することができます

2.50

フォカッチャ
オリーブオイル、塩&ローズマリー
6.50
マルゲリータ
トマトソース、モッツァレラ、バジル、オレガノ
7.50

ナポリ
トマトソース、モッツァレラ、アンチョビ

9.00

プロシュット ファンギ
トマトソース、モッツァレラ、ハム、キノコ

9.00
カプリチョーザ
トマトソース、モッツァレラ、ハム、サラミ、アーティチョーク、黒オリーブ
8.50

カルゾーネ トラディショナル
トマトソース、モッツァレラ、キノコ、サラミ&ハム

9.50

ラムシャンク
ローストカボチャ、フェタ&ペスト

9.00

カプレーゼ
水牛のモッツァレラ、トマト&バジル

8.50

ディアボラ
トマトソース、モッツァレラ、スパイシーソーセージ、ピーマン、チリ

7.50

シチリアナ
トマトソース、モッツァレラ、アンチョビ、ケーパー、黒オリーブ
9.00
牛肉ショートリブ蒸し煮
カラメルタマネギ、ブロッコリーニ、オリーブ、ロケット

9.00

ガンベロ・ロッソ
トマトソース、モッツァレラ、エビ、キノコ、ニンニク&チリ

9.00

ジャガイモとイタリアンソーセージ
トマトソース、モッツァレラ、ジャガイモ、ローズマリー、ソーセージ
ベジタリアン
トマトソース、モッツァレラ、ズッキーニ、ナス、ピーマン

すべての価格は 7％のサービス料を含まない

7.50

ピザ
すべてのピザはカルゾーネとして準備することができます

4.50

マリナラ
トマトソース、チリ、ハーブ
9.00
4つのチーズ
トマトソース、モッツァレラ、リコッタ、ゴルゴンゾラ、ヤギチーズ、パルメザン
8.50

トロピカル
トマトソース、モッツァレラ、ハム、パイナップル

8.50

タルトゥータ
トマトソース、モッツァレラ、キノコ、ナス、パルメザンチーズ
8.50

ディーゼル
トマトソース、モッツァレラ、ジャガイモ、ベーコン、パルメザン

8.00
アマトリチャーナ
トマトソース、モッツァレラ、ベーコン、タマネギ、チリ

9.00

サラミ ゴルゴンゾラ
トマトソース、モッツァレラ、サラミ、ゴルゴンゾラ、

9.00

パルマ
トマトソース、モッツァレラ、パルマ・ハム、パルメザンチーズ

8.50

リコッタ&ソーセージ
トマトソース、モッツァレラ、スパイシーソーセージ、リコッタチーズ

10.00

ペスカトーラ
トマトソース、モッツァレラ、エビ&ミックスシーフード

9.50

カーニボー
トマトソース、モッツァレラ、パルマハム、サラミ、ベーコン、スパイシーソーセージ
9.00

ノルディカ
モッツァレラ、クリーム、家庭保存サーモン、カンポット コショウ

8.50
クワトロ スタジオニ
トマトソース、モッツァレラ、キノコ、ハム、アーティチョーク、オリーブ
9.50

エステート
モッツァレラ、パルマハム、チェリートマト

すべての価格は 7％のサービス料を含まない

サイドメニュー
リッチポテトマッシュ

4.00
4.00
4.00
3.50

ロースト ベビー ポテト&トマトとパンチェッタ
蒸した青菜とレモン&アンチョビ ドレッシング
葉の多い野菜サラダとマスタードドレッシング

デザート
バターミルク パンナ コッタ

5.00

ラズベリー ソース&アーモンド ビスケット
クレーム ブリュレのトリオ

6.50

チョコレート、バニラ&ピスタチオ
ティラミス
コーヒー浸したスポンジケーキ、チョコレートソース&エスプレッソ アイスクリーム

5.50

チョコレート フォンダン
バニラ アイスクリームで暖かく、チョコレート愛好家のための必需品

6.50

パッション フルーツ スフレ
ラズベリー シャーベット添え

6.00

自家製アイスクリームとシャーベット（スクープにつき）
マンゴー•バニラ•チョコレート•ピスタチオ•レモン•エスプレッソ•ラズベリー

1.50

トゲバンレイシ•イチゴ•ココナッツ•バナナ

コーヒー&お茶
エスプレッソ
ダブル エスプレッソ•マキアート
アメリカーノ\ロングブラック
カプチーノ•ラテ•フラットホワイト•アフォガート
お茶 - イングリッシュ•ブレックファースト•アール グレイ•リプトン•イエロー•ラベル•ジャ
スミン•中国緑茶•日本緑茶•カモミール

ソフトドリンク 1.50
コークス•ダイエットコーク•スプライト•ファンタ•ソーダ水

ルナはフィールグッドカフェが提供する地元の手作りの焙煎コーヒーを使用しています

すべての価格は 7％のサービス料を含まない

2.00
2.50
2.50
3.50
2.00

