｢北の大地の恵み｣をイタリア料理でお楽しみください。
北海道各地の生産者から届く新鮮な素材にイタリアのエッセンスを加えた、北海道イタリアン。
北海道といえば海の幸を連想しますが、玉ネギやじゃがいもをはじめバターやチーズなど乳製品、
ハムやベーコンなどの畜産物、最近では小麦や北海道 米も自慢の食材です。
北海道の生産者の顔の見える安心・安全な食材をイタリア料理でお届けします。

北海道産小麦
国内各地で生産されている小麦ですが、北海道の生
産量が日本一。他地域で見慣れている畑とは比べ物
にならないくらい 広 大な土 地 で 作られています 。
元々、関東や東北、関西、四国で作られていた国内
産の小麦は、麺用粉がほとんど。小麦に含まれるたん
ぱく質が中程度（9〜10％の中力粉）北海道産小麦
の大きな特長は、
「もち感」。小麦が持っている本来
の力でもっちりとした食感になります。

北海道のじゃがいも
札幌

じゃがいもの収穫量、全国一を誇る北海道。
そんな北海道のじゃがいもは、ホクホクとしたおいし
さが特徴。その秘密は、昼と夜の寒暖差にあるとい
われています。日中、光合成で生成したでんぷんを、
気温がグンと下がる夜の時間にしっかり蓄えるため、

日高町

あの独特の食感となるのです。北海道の気候風土
ならではの味わいというわけです。
函館
と

かち

や

なまら十勝野
なまら十勝野（とかちや）
とは、北海道十勝平野のほ
ぼ 中 央に位 置する広 大な畑 作 地 帯 、十 勝 芽 室 町
（めむろ）
で「美味しい野菜を作りたい！
！」
という共通
の思いで集まった若手農家の野菜研究グループで

日高マスカルポーネ

す。その「なまら十勝野」

イタリアで愛されてるクリーミーなフレッシュチーズ。

と契約を結び、美味しい

厳選した新鮮なクリームと生乳で、本場を凌ぐほど

新 鮮な野 菜をお客 様に

の上質なテイストを実現しました。

お届けします。

澄んだ空気と緑に囲まれた環境で良質な生乳を原
料に、おいしくて「安心・安全」に作られています。

しも か わ ろく まる こう

そ

らん

あべ養鶏場「下川六〇酵素卵」

あべ養鶏場

検 索 WEBでもご注文できます

あべ養鶏場の位置する下川町は夏は30 ℃、冬はマイナ
ス30℃になり、寒暖差が60℃と厳しい土地。そんな環境
下で育った鶏だからこそ、滋味深く栄養価の高い卵を産
むことができます。これからも、この土地ならではの〝おい
しい卵〟
を研究し、皆さんへお届けします。

十勝モッツァレラチーズ
日本が誇る酪農の大地、チーズの聖地、十勝。その
雄大な自然の中で作られたモッツァレラチーズは良

下川町

質な生乳を原料に、
ミルクが持つ本来の味をそのま
まに楽しめます。
さっぱりとした感じの中にも、
じわーっ
とミルクの甘さと風味が広がります。

十勝
鶴居村
芽室町

厚岸町

釧路

厚岸産アサリ
厚岸は牡蠣以外にも昆布やアサリでも有名な産地。
厚岸のアサリは、砂地で育っているので泥クサさなど
もありません。水温が低いため、ゆっくりと4，
5年かけ
て育つので、良質なプランクトンを沢山食べて、
ミネ
ラル豊富でおいしい濃厚な味わいになります。
「アサリってこんなにおいしかったの？
！」
とアサリ本来
の風味を十分に味わっていただけると思います。

北海道米「ななつぼし」
つる

い

さん

けい

とん

鶴居村産の豚肉「三恵豚」

現在、北海道で最も生産が多く、生産量・消費量と
もに北海道内で最大レベルの品種。2001年に北海

釧路鶴居村の養豚場の新ブランド豚。

道の優良品種として定められ、また、お米の食味ラ

サツマイモを食べて育った希少価値の高い新ブラ

ンキングで8年連続「 特Aランク」を取り続けていま

ンド豚。甘くさっぱりしていてとろけるような脂身、柔

す。良質な水源が多い石狩川流域がおもな産地で

らかい肉質が特長。市場に出回る数はまだまだ少な

食味のバランスに優れているのが特徴です。甘さ・

い希少な豚です。

硬さ・粘りも適度なお米です。

ANTIPASTO
〜前菜（冷菜）〜

豪快 名物！イタリア前菜盛り合わせ

９８０［税抜］（3〜４名様用）¥１,４８０［税抜］

（2〜3名様用）¥

※写真は 3〜4 名様用です。

ブロッコリーのガーリック風味

２９０［税抜］

¥

にんにくの香りが食欲をそそります
しも

かわ ろく

まる こう

そ

らん

「下川六〇酵素卵」のウフマヨ ポルチーニ風味（1個）¥２９０［税抜］
ポルチーニ、アンチョビ風味のマヨネーズで仕上げたクセになる1品

イタリア産オリーブ盛り合わせ

３９０［税抜］

¥

軽くつまみたい時にちょうどイイ
「下川六〇酵素卵」のウフマヨ ポルチーニ風味

茄子のトマトマリネ

３９０［税抜］

¥

イタリアの定番前菜。白ワインにもピッタリ

ハーブ香るチキンとキノコのマリネ

３９０［税抜］

¥

チキンとキノコは相性ピッタリ。ハーブの香りがアクセント
しも

かわ ろく

まる こう

そ

らん

「下川六〇酵素卵」のフリッタータ

３９０［税抜］

¥

本場の味を自慢の卵で再現！イタリア風オムレツです
茄子のトマトマリネ

北海道産タコのカルパッチョ マッシュポテトソース ¥７９０［税抜］
カルパッチョでも美味しい北海道のタコを道産のじゃがいものソースで

北海道産ブッラータのカプレーゼ

８９０［税抜］

¥

ミルク感たっぷりのやわらかチーズと完熟トマトの定番アンティパスト

ブッラータチーズ

モッツァレラ生地で作った袋で、ミルクの味が濃厚な細かくしたモッツァレラと、とろとろ食感のク
リームを包んだ話題のチーズ。一度食べると忘れることのできない味！チーズ好きな方にはぜひ！！

北海道産タコのカルパッチョ マッシュポテトソース

北海道産ローストビーフのカルパッチョスタイル
ヴェネツィア風

９８０［税抜］

¥

ヴェネツィア風特製のソース。本場の味を召し上がれ

イタリアンハムの盛り合わせ

９８０［税抜］

¥

イタリア産のハム（モルタデッラ、プロシュート、パルマサラミ）3種にミックスオリーブを添えて

チーズの盛り合わせ
北海道産ローストビーフのカルパッチョスタイル ヴェネツィア風

９８０［税抜］

¥

3 種チーズ（ゴルゴンゾーラ、マスカルポーネ、グラナパダーノ）蜂蜜とバケットを添えて

※写真はイメージです。※食材の入荷状況により産地が変更となる場合がございます。※季節・店舗によりメニュー内容、食器が変更となる場合がございます。

ANTIPASTO

〜前菜（温 菜）〜

１００［税抜］

フォカッチャ

（1個）¥

北海道産小麦「ゆめちから」で作った自家製パン

ライスコロッケ

２９０［税抜］

（1個）¥

外はサクッ、中はとろ〜りチーズ、トマトソースと一緒に召し上がれ

４９０［税抜］

北海道産フライドポテト
ライスコロッケ

¥

「ホッカイコガネ」を使 用した大人も大好きフライドポテト、ついつい手が出る美味しさです

スモークサーモンのもちもちフリット

４９０［税抜］

¥

サクサクもちもちの揚げピッツァ

４９０［税抜］

揚げニョッキとソーセージ

¥

北海道産じゃがいものニョッキ、ソーセージも北海道産。白ワインと一緒にどうぞ
スモークサーモンのもちもちフリット

６９０［税抜］

ぷりぷり海老のアヒージョ

¥

アヒージョの定番、ぷりぷりの海老をお楽しみください

６９０［税抜］

北海道産つぶ貝のアヒージョ

¥

こりこり食感のつぶをアヒージョで

贅沢！4種チーズを使ったラザニア
ぷりぷりえびのアヒージョ

８９０［税抜］

¥

イタリア伝統料理を自家製ミートソース、ホワイトソース、パスタでアレンジしました。
みんなが大好きなラザニア。熱いうちに召し上がれ

中札内鶏の 白雪 シーザーサラダ
サラダが見えないくらいチーズがたっぷり、お酒にも合うサラダ

５９０［税抜］（レギュラー）¥７９０［税抜］

（ピッコロ）¥

INSALATA
〜サラダ〜

生ハムと彩り野菜のサラダ
イタリア産プロシュートを添えたシンプルなサラダ

５９０［税抜］（レギュラー）¥７９０［税抜］

（ピッコロ）¥

チーズたっぷり
ぷりぷり海老とアボカドのサラダ
海老とアボカド、チーズたっぷり、女性にダントツ人気No1

６９０［税抜］（レギュラー）¥８９０［税抜］

（ピッコロ）¥

紅ズワイガニのミモザサラダ
黄色の小さな花｢ミモザ｣に見立てカニを加えた贅沢サラダ

６９０［税抜］（レギュラー）¥８９０［税抜］

中札内鶏の 白雪 シーザーサラダ

（ピッコロ）¥

生ハムと彩り野菜のサラダ

チーズたっぷりぷりぷり海老とアボカドのサラダ

※写真はイメージです。※食材の入荷状況により産地が変更となる場合がございます。※季節・店舗によりメニュー内容、食器が変更となる場合がございます。

紅ズワイガニのミモザサラダ

PASTA

サイズ
レギュラー
1〜2 人前

〜パスタ〜

しも

かわ

ろく

まる

こう

そ

グランデ
3〜4 人前

らん

「下川六〇酵素卵」の濃厚カルボナーラ
味わい深いコクのあるクリームに自慢の卵で仕上げて濃厚に。十勝ホエー豚ベーコン入り

１,１９０［税抜］（グランデ）¥１,６９０［税抜］

（レギュラー）
¥

Tomato Sauce

トマトソース

８９０［税抜］
９０［税抜］
（グランデ）¥１,２

トマトとニンニクのスパゲティ

（レギュラー）¥

素 材の旨さが引き立つシンプルパスタ。ワインとの相性も◎

１,０９０［税抜］
９０［税抜］
（グランデ）¥１,５

厚岸産アサリのボンゴレ（ロッソ）
ホエー豚ベーコンのアマトリチャーナ

（レギュラー）¥

北海道 厚岸産アサリをたっぷり使った定番パスタ

１,０９０［税抜］
９０［税抜］
（グランデ）¥１,５

十勝産モッツァレラチーズと茄子の
トマトソース シチリアーナ

（レギュラー）¥

茄子、トマト、とろとろモッツァレラチーズの最高コラボパスタ

１,１９０［税抜］
９０［税抜］
（グランデ）¥１,６

ホエー豚ベーコンのアマトリチャーナ
十勝産モッツァレラチーズと茄子のトマトソース シチリアーナ

（レギュラー）¥

たっぷりオニオンソテーを入れたトマトソース。
バターを合わせてコク旨に仕上げました
しもか わろく まる こう そ らん

ホエー豚ベーコンと「下川六〇酵素卵」の （レギュラー）¥１,１９０［税抜］
フィレンツェ風トマトソース
９０［税抜］
（グランデ）¥１,６
イタリア・フィレンツェの名店の味を当店オリジナルの味に仕上げました

名物！渡り蟹のトマトソース
名物！渡り蟹のトマトソース

歴代人気No.1。渡り蟹の旨みが詰まった贅沢な1皿

１,３９０［税抜］

（レギュラー）¥
※グランデサイズはございません。

※写真はイメージです。※食材の入荷状況により産地が変更となる場合がございます。※季節・店舗によりメニュー内容、食器が変更となる場合がございます。

Oil Sauce

オイルソース

８９０［税抜］
９０［税抜］
（グランデ）¥１,２

究極のペペたま

（レギュラー）¥

しもか わろくまる こう そ らん

〜ベーコンと「下川六〇酵素卵」のペペロンチーノ〜
著名人もはまるあの味。ぜひ一度食べてみて下さい！

９９０［税抜］
９０［税抜］
（グランデ）¥１,３

北海道産タコと大葉のペペロンチーノ

（レギュラー）¥

さわやかな大葉の香りが食欲をそそります

究極のペペたま〜ベーコンと「下川六〇酵素卵」のペペロンチーノ〜

厚岸産アサリのボンゴレ（ビアンコ）

１,０９０［税抜］
９０［税抜］
（グランデ）¥１,５

（レギュラー）¥

北海道 厚岸産アサリをたっぷり使った定番パスタ

１,１９０［税抜］
９０［税抜］
カニ好きにはたまらない、紅ズワイガニがたっぷり入ったペペロンチーノ （グランデ）¥１,６

紅ズワイガニたっぷりペペロンチーノ

（レギュラー）¥

厚岸産アサリのボンゴレ（ビアンコ）

Cream Sauce

クリームソース

１,１９０［税抜］
９０［税抜］
（グランデ）¥１,６

ぷりぷり海老とアボカドの
トマトクリームソース

（レギュラー）¥

女性が大好きな海老とアボカドを人気のトマトクリームソースで
ぷりぷり海老とアボカドのトマトクリームソース

北海道産たらこ、ホタテ、ズッキーニの
クリームソース

１,２９０［税抜］
９０［税抜］
（グランデ）¥１,８

（レギュラー）¥

たらことホタテ、ズッキーニを加えたコク旨パスタ！

Other Sauce

その他

北海道産牛肉の自家製ミートソース

北海道産たらこ、ホタテ、ズッキーニのクリームソース

１,０９０［税抜］
９０［税抜］
（グランデ）¥１,５

（レギュラー）¥

じっくり煮込んだ牛肉の旨みがたまらない自家製ミートソース

北海道産たらことキノコの和風

１,０９０［税抜］
９０［税抜］
（グランデ）¥１,５

（レギュラー）¥

定番のたらこスパにたっぷりキノコ

北海道産たらことキノコの和風

当社スタッフも感動！「メヌッチのパスタこそ本物」
100年以上の歴史を誇る本場イタリアのパスタ専門メーカー「メヌッ
チ」。厳選したデュラム小麦セモリナ粉のみを使用、伝統製法による
上品な風味と味わいに小麦粉独特の風味としっとり感が特長。

イタリアの美味しさ「ソル・レオーネEXオイル」
厳選されたオリーブの実を低温で圧搾抽出する「コールドプレス」製法
で、鮮度がよく、マイルドでクセのない香り豊かな仕上がりに。パンや
パスタ、ピッツァに少量かけるだけで何倍にも膨らむ香りが特長。

※写真はイメージです。※食材の入荷状況により産地が変更となる場合がございます。※季節・店舗によりメニュー内容、食器が変更となる場合がございます。

PIZZA
〜ピッツァ〜

北海道産
小麦 100%
の生地

ピザ生地

日高マスカルポーネ

十勝モッツァレラチーズ

当店のピザ生地は「春よ恋」、
「きたほなみ」、
「ゆめちから」3種の北海道小麦100％で作られ
た当店オリジナルの生地です。

厳選した新鮮なクリームと生乳で、本場を凌
ぐほどの上質なテイストを実現しました。良質
な生乳を原料に、おいしくて「安心・安全」。

良質な生乳を原料に、ミルク本来の味をその
ままに楽しめます。さっぱりしつつ、じわーっ
とミルクの甘さと風味が広がります。

北海道マルゲリータ
北海道十勝のモッツァレラチーズを使った人気No.1ピッツァ

６９０［税抜］（レギュラー）¥９９０［税抜］

（ピッコロ）¥

マリナーラ

〜トマトソース・アンチョビ・ニンニク・オレガノ〜

ナポリピッツァのルーツともいわれているイタリア料理の
定番おつまみピッツァ

５９０［税抜］（レギュラー）¥８９０［税抜］

（ピッコロ）¥

サイズ
ピッコロ
18〜20cm
※写真はイメージです。※食材の入荷状況により産地が変更となる場合がございます。※季節・店舗によりメニュー内容、食器が変更となる場合がございます。

レギュラー
26〜28cm

しも か わ ろく まる こう

そ

らん

「下川六〇酵素卵」の
半熟卵カルボナーラピッツァ

ぷりぷり海老たっぷりのピッツァ
ジェノベーゼ

十勝ホエー豚ベーコン・生クリーム・とろ〜り半熟卵が絡む
まろやかピッツァ

海老とジェノベーゼの贅沢な美味しさ、
女性に大人気

１,０９０［税抜］

（レギュラー）¥

※ピッコロサイズはございません

７９０［税抜］（レギュラー）¥１,１９０［税抜］

（ピッコロ）¥

４種チーズのとろ〜りピッツァ

十勝ホエー豚ソーセージの
ディアボラ

4 種類のチーズの個性と塩気が絶妙な味わいを表現
（ゴルゴンゾーラ・モッツァレラ・マスカルポーネ・グラナパダーノ）

十勝ホエー豚の旨みたっぷりソーセージの
ピリ辛ピッツァ

７９０［税抜］（レギュラー）¥１,１９０［税抜］

（ピッコロ）¥

７９０［税抜］（レギュラー）¥１,１９０［税抜］

（ピッコロ）¥

つる

い

むら さん けい とん

鶴居村三恵豚と
スカモルツァチーズのピッツァ
イタリア産のスカモルツァ（スモークチーズ ）の香り豊かなピッツァ

７９０［税抜］（レギュラー）¥１,１９０［税抜］

（ピッコロ）¥

イタリア産プロシュートと
ルッコラのピッツァ
イタリア産生ハムとルッコラは相性ぴったり

７９０［税抜］（レギュラー）¥１,１９０［税抜］

スカモルツァチーズ
柔らかな燻製香とミルキーな旨味。弾力のある食感でスモー
ク風 味なのでそのままはもちろん、焼いて食べると香ばしさ
も加わり、さらに美味しいチーズです。

（ピッコロ）¥

※写真はイメージです。※食材の入荷状況により産地が変更となる場合がございます。※季節・店舗によりメニュー内容、食器が変更となる場合がございます。

CARNE
〜肉料理〜

若鶏のソテー小悪魔風
北海道産カラフルポテト添え
パリッとした若鶏の旨みを甘辛ソースが引き立てます

１，
１９０［税抜］（レギュラー）¥１,５９０［税抜］

（ピッコロ）¥

つる

１,９９０［税抜］

サーロインのビステッカ
バルサミコソース

¥

い

むら

さん けい とん

鶴居村骨付き三恵豚のロースト
骨付きの豚ロース（約3 0 0g）をじっくりロースト。
ローズマリーとバターのソースの香り豊かな1品

１,８９０［税抜］

やっぱり肉は豪快に！サラダと一緒に食べるイタリアンステーキ

¥

RISOTTO

北海道米
「ななつぼし」
使用

〜リゾット〜

コク旨チーズの特製リゾット
イタリア人が認めた絶品リゾット。大きなチーズにのせて
お客様の目の前で仕上げます。一度食べたらやみつきに

１,０９０［税抜］

¥

ポルチーニ茸の
チーズリゾット
ポルチーニの香りを
思いっきり楽しんで

１,３９０［税抜］

¥

つる

い

むら さん けい とん

カラフルポテト

鶴居村三恵豚

当店で使用しているカラフルポテトは（シャドークイーン、
ノーザンルビー、インカの目覚め）の北海道産じゃがいも
3種です。それぞれ見た目も味、食感も違い楽しめます。

サツマイモを食べて育った希少価値の高い
新ブランド豚。甘くさっぱりしていてとろけ
るような脂身、柔らかい肉質が特長。

北海道米「ななつぼし」
8年連続「特Aランク」。生産量・消費量とも
に道内最大の品種。甘さ・硬さ・粘りも適度
で食味のバランスに優れているのが特長。

※写真はイメージです。※食材の入荷状況により産地が変更となる場合がございます。※季節・店舗によりメニュー内容、食器が変更となる場合がございます。

DOLCE
〜デザート〜

自家製ティラミス
北海道産のマスカルポーネチーズや生クリームを厳選し、
お店でひとつひとつ ふんわり と
やわらかく作りました。香り高いエスプレッソと
ほろ苦いココアパウダーを一緒に♪

５９０［税抜］

¥

３９０［税抜］

濃厚カタラーナ

¥

アイスクリームのような口どけで濃厚。香ばしいキャラメルのほろ苦さが女性に人気

３９０［税抜］

パンナコッタ

¥

北海道の生クリームをたっぷり使 用。ミックスベリーのソースでお楽しみください

４９０［税抜］

生ガトーショコラ

¥

まるで生チョコ。濃厚でクリーミーなプレミアムチョコレートケーキ

４９０［税抜］

天使の羽添えアッフォガート

天使の羽添えアッフォガート

¥

イタリアの定番ドルチェ！天使の羽の正体は・・・

２９０［税抜］

バニラアイス

¥

北海道の生乳から作ったこだわりのバニラアイス

ドルチェミスト（デザート盛り合わせ）
本日のデザートを盛り合わせにしました。詳しくはスタッフまで！

After Drink

１，
０９０［税抜］

¥

ドルチェミスト（デザート盛り合わせ）

食後のお飲み物

３５０［税抜］

エスプレッソシングル（30ml） ¥３８０［税抜］

３５０［税抜］

エスプレッソダブル（60ml）

コーヒー（ホット又はアイス）

¥

紅茶（アイス）

¥

紅茶（ホット）※ポットでの提供になります

¥

４５０［税抜］

【エレガントアールグレイ・ベリーセンセーション・ジャスミングリーンティー】

※写真はイメージです。※食材の入荷状況により産地が変更となる場合がございます。※季節・店舗によりメニュー内容、食器が変更となる場合がございます。

４８０［税抜］

¥

AMORE SET
〜アモーレセット〜

当店人気メニューが色々選べるお得なセット
２名様で

３名様で

ドゥエ アモーレ

トレ アモーレ

・お好きなサラダ

・お好きなサラダ

・お好きなスパゲティ（レギュラー）1品

・お好きなスパゲティ（レギュラー）2品

・お好きなピッツァ（レギュラー）又は リゾット

又は

・お好きなピッツァ（レギュラー）又は リゾット

又は

お肉料理 1品

お肉料理 1品
・お好きなドルチェ（デザート）2品

・お好きなドルチェ（デザート）3品

・食後のお飲み物
（2品）は

・食後のお飲み物（3品）は

よりお選びください

３，
８００［税抜］

２名様セット ¥

よりお選びください

５,６００［税抜］

３名様セット ¥

詳しくは別メニューをご覧下さい
※写真はイメージです。※食材の入荷状況により産地が変更となる場合がございます。※季節・店舗によりメニュー内容、食器が変更となる場合がございます。

