Weekday Lunch

IL PINOLO SKY TERRACE

Lunch Set

ランチセット

11:00 - 15:00 L.O.

1, 8 5 0

A. 秋鮭とチンゲン菜のペペロンチーノ スパゲッティーニ

サラダ または スープ
Salad or soup

Pasta

フォカッチャ
Focaccia

Aglio olio spagetti with autumn salmon and bok choy

B. 牛肉と蓮根のトマトラグー スパゲッティーニ
Tomato sauce spagetti with beef and lotus root

C. ズワイガニとほうれん草のクリームソース スパゲッティーニ（+30 0）
Cream sauce spagetti with snow crab and spinach

パスタ または ピッツァ
Pasta or pizza

E. マルゲリータ
Margherita

本日のドルチェ
Today’s dessert

F. しらすとドライトマトのビアンカピッツァ

Pizza

Bianca pizza with whitebait and dried tomato

G. 秋野菜と生ハムのトマトソースピッツァ

Tomato sauce pizza autumn vegetable and prosciutto

コーヒー または 紅 茶
Coffee or tea

H. クアトロフォルマッジ（+50 0）
Quattro formaggi

ロッシーニコース

Rossini Course

3 , 819

Aperitivo

ステーキランチ

Steak Lunch

3 ,0 0 0

Insalata
グリーンリーフのサラダ
Green leaf salad

スパークリングワイン または オレンジジュース
Sparkling wine or orange juice

Antipasto

Bistecca

前菜3種盛り合わせ
Assorted 3 appetizers

アンガス牛のステーキ オニオンヴィネグレット
旬の野菜を添えて
Beef outside skirt steak with onion vinegret & vegetables

Primo Piao
オマール海老のトマトクリーム スパゲッティーニ
Spiny robstar tomato cream spaghettini

Pane
フォカッチャ
Focaccia

Carne
牛フィレ肉とフォアグラの重ね焼き ロッシーニ
赤ワインソース
“Rossini” beef fillet and foie-gras with red wine sauce

Dolce
季節のジェラート
Seasonal gelato

Pane
自家製フォカッチャ
Homemade focaccia

Caffe

Dolce

コーヒー または 紅茶
Coffee or tea

本日のドルチェ
Today’s dessert

Caffe
コーヒー または 紅茶
Coffee or tea

A La Carte

ランチ アラカルト

グリーンサラダ

500

野菜のスープ

シーザーサラダ

600

14ヵ月熟成 パルマ産生ハム 600

Green salad

Caesar salad

Vegetable soup

Prosciutto 14 months aging

500

パスタ A、B

1,600

ピッツァ E〜G

1,600

パスタ C

1,900

ピッツァ H

2,100

Pasta A, B

Pasta C

Pizza E~G

上 記価 格に消 費 税を別 途 頂 戴 いたします。天候や仕 入 れ 状 況により、料理 内 容を変 更する場 合 がございます。予めご 了承ください。
アレルギー、苦手食 材などございましたら、ご 注 文の際にスタッフまでお申し 付けくださいませ。

Pizza D

IL PINOLO SKY TERRACE

Weekend Lunch

Lunch Set
サラダ または スープ
Salad or soup
フォカッチャ
Focaccia

ランチセット

11:00 - 15:00 L.O.

2,350

A. 秋鮭とチンゲン菜のペペロンチーノ スパゲッティーニ

Pasta

Aglio olio spagetti with autumn salmon and bok choy

B. 牛肉と蓮根のトマトラグー スパゲッティーニ
Tomato sauce spagetti with beef and lotus root

C. ズワイガニとほうれん草のクリームソース スパゲッティーニ（+30 0）
Cream sauce spagetti with snow crab and spinach

パスタ または ピッツァ ※右 記より一品お選びください
Pasta or pizza
本日のドルチェ
Today’s dessert

E. マルゲリータ
Margherita

Pizza

コーヒー または 紅 茶
Coffee or tea

Rossini Course

F. しらすとドライトマトのビアンカピッツァ
Bianca pizza with whitebait and dried tomato

G. 秋野菜と生ハムのトマトソースピッツァ

Tomato sauce pizza autumn vegetable and prosciutto

H. クアトロフォルマッジ（+50 0）
Quattro formaggi

ロッシーニコース

3 , 819

Aperitivo

Steak Lunch

ステーキランチ

3 ,0 0 0

Insalata
グリーンリーフのサラダ
Green leaf salad

スパークリングワイン または オレンジジュース
Sparkling wine or orange juice

Antipasto

Bistecca

前菜3種盛り合わせ
Assorted 3 appetizers

アンガス牛のステーキ オニオンヴィネグレット
旬の野菜を添えて
Beef outside skirt steak with onion vinegret & vegetables

Primo Piao
オマール海老のトマトクリーム スパゲッティーニ
Spiny robstar tomato cream spaghettini

Pane
フォカッチャ
Focaccia

Carne
牛フィレ肉とフォアグラの重ね焼き ロッシーニ
赤ワインソース
“Rossini” beef fillet and foie-gras with red wine sauce

Dolce
季節のジェラート
Seasonal gelato

Pane
自家製フォカッチャ
Homemade focaccia

Caffe

Dolce

コーヒー または 紅茶
Coffee or tea

本日のドルチェ
Today’s dessert

Caffe
コーヒー または 紅茶
Coffee or tea

Side Dish
野菜のスープ

サイドディッシュ
Vegetable soup

500

14ヵ月熟成 パルマ産生ハム Prosciutto 14 months aging

600

グリーンサラダ Green salad

600

シーザーサラダ

700

Caesar salad

※コーヒーは＋200円で カフェラテ または カプチーノ へ変更できます
You can change coffee to caffe latte or cappuccino with extra 200 yen.
※コーヒーのお代わりは ＋200円 で承っております。
You can order coffee refills with extra 200 yen.
※デザートメニューは別途ご用意しております。
スタッフまでお申し付けくださいませ。
Dessert menu is available. Please ask staff.

上 記 価 格 に消 費 税を別 途 頂 戴 いたします。天候や仕 入 れ 状 況により、料理 内 容を変 更する場 合 がございます。予めご 了承ください。
アレルギー、苦 手食 材 などございましたら、ご 注 文の際にスタッフまでお申し 付けくださいませ。

