RUNWAY DINNER MENU

1

切りたて生ハム・ハム・サラミ

Freshly sliced uncured ham, ham , salami (1 kind ,3 kinds,5 kinds)

ミックスナッツ

¥300

¥1,100

パリパリ海老せんべい

¥300

¥1,400

イタリア産ドライトマトと
オリーブの盛り合わせ

¥350

旬野菜の自家製ピクルス

¥450

ハーブシュリンプのポップコーンシュリンプ

¥450

2種類の味で楽しむトロトロチーズの
アランチーニ（チキンライス味・ドライカレー味）

¥450

ウズラ卵の入ったパリパリ衣の
ポルペッティーニ（2個）

¥480

骨付き手羽元のオリジナル唐揚げ（3本）

¥480

インカの目覚めのポテトフライ ３種の味で

¥480

本日の自家製テリーヌ

¥650

アボカドとナチョスの
熱々スキレットチーズ焼き

¥750

ベーコンと香ばしいトーストで包んだ
カマンベールのとろとろオーブン焼き

¥750

とろとろ3種チーズで食べる
ちぎり手乗り食パン

¥880

フォワグラの入った洋風茶碗蒸し
トリュフの香りのコンソメスープで

¥890

1種

¥500

3種
5種

1 kind

3 kinds

5 kinds

ワインのあてに

MIX Nuts

shrimp rice crackers

Olives and dried tomatoes Assorted

パルマ産生ハム モルタデッラ
Parma ham

Mortadella ham

イベリコ

サラミ ピカンテ

Iberico ham

Homemade Pickles

Spicy Salami

Popcorn shrimp

コッパ

ミラノサラミ

スペック

クレテッロ（ + ¥ 1 0 0 ）

Coppa

Salami Milano Style

Speck

Culatello uncured ham (+100)

Taste of chicken Rice croquette or Taste of Curry

Pol pet tini in Egg of quail

世界のチーズ各種

Fried chicken Tulip

world of cheese

1種

¥550

3種

¥1,200

5種

¥1,450

1 kind

3 kinds

5 kinds

French Fried Potato with 3 kinds of sauce

Today's terrine

Baked Avocado and Nachos with cheese ,provided in skillet pot

カマンベール

ラクレット

ミモレット

本日の特 選チーズ

Camembert Cheese

Raclette Cheese

Mimolette

Today's Special Cheese

パルミジャーノ

Ovenbaked Camembert Cheese Wrapped in bacon

Eaten with melted 3 cheese bread

Parmigiano reggiano

ゴルゴンゾーラ
Gorgonzola

sazory steamed egg custard with foie gras , truffle consomme soup

2

野菜料理

定番シーザーサラダ

¥680

ほっこり野 菜の甘味が引き立つボリート

¥680

オーガニックグラノーラとカカオニブのサラダ

¥750

色々野菜のバーニャカウダ

¥980

Caesar Salad

Stew of vegetables

Organic granola and cacao nibs salad

Bagna Cauda

スキレットアヒージョ

海老とキノコのアヒージョ

¥750

明太子とブロッコリーのアヒージョ

¥750

タコとジャガイモのアヒージョ

¥750

Ahijo of shrimp and Mushrooms

Ahijo of seasoned cod roe and Broccoli

Ahijo of Octopus and Potato

3

パスタ・お米料理

鉄鍋ナポリタン（ 懐かしのナポリタンを熱々鉄鍋で）

¥880

野菜入り鉄板ロールラザニア

¥880

Spaghetti Napolitan provided in skillet pot

Rolled Lasagna

パリパリチーズをかけた野菜入りペペロンチーノ

¥1,050

自家製ソーセージと茄子入り熱々ペンネアラビアータ

¥1,080

生ハムとアスパラのサラダを乗せた

¥1,100

Spaghetti Peperoncino with Vegetables and Cheese

Penne Arrabbiata with eggplant & Sausage

濃厚卵 蘭王 のカルボナーラ

Spaghetti Carbonara with uncured ham and Asparagus

真っ黒！イカ墨のリゾット

¥1,150

海 老の旨みたっぷり海老づくしスパゲッティ

¥1,350

魚介たっぷり洋風海鮮お焦げのスープ仕立て

¥1,380

帆立とハマグリ、
シジミのバジリコソーススパゲッティ

¥1,400

Squid ink Risotto

Spaghetti of seneral kinds of Shrimp

Scorched rice with seafood soup

Spaghetti ginovese with Clam and Scallops

ピッツァ
フレッシュトマトとモッツァレッラチーズのピッツァ

¥980

Pizza Margherita

半熟卵とほうれん草とピリ辛サラミピッツァ

¥1,150

チーズたっぷり４種のチーズピッツァ

¥1,280

Pizza Bismark with spinach with Salami

Pizza 4 Cheese

4

お魚料理

貝の旨味が凝縮！市 場のワイン蒸し

¥880

ハーブシュリンプと旬魚の香草焼き

¥1,780

熱々ソースをかけるソフトシェルクラブの
フリットホットチリクラブ

¥2,100

Mussels of wine Steamed

Grilled harb shrimp and Fresh fish

Hot Chili crab

当店一押し！スキレットステーキ料理

柔らか三元豚スペアリブステーキ
特製ホットチリソースで

1本

¥680

Juicy Sparerib Staek with Hot Chili sauce

自家燻製！白美豚厚切りロールベーコンエッグステーキ
Homemade bacon and egg Steak

¥980

とろとろラクレットをかける
国産牛１００％特製ハンバーグステーキ

¥1,350

ボリュームたっぷり！蜂蜜でじっくり焼き上げた
チキンレッグステーキ

¥1,780

アメリカ最高ランク！アンガス牛の藁焼き牛ロースステーキ

¥1,890

Hamburger steak with raclette cheese

Chicken leg Steak baked with Honey

Angas beef steak Flavored with straw

