
・本日のカルパッチョ

・パレルモ風カポナータ

・スパイシークスクス

・厚切りベーコンとじゃがいもとほうれん草のキッシュ

・羊のアグラッサート（煮込み）

・鰯のベッカフィーコ～レモン風味～（パン粉焼き）

３種

６種

￥１０８０

￥１７８０

前菜 Antipasto

・選べる前菜盛合わせ（約２人前）

下記のメニューの中からお選び下さい

＊＋￥３００で３人前に変更できます



一品料理・サラダ Insalata

￥９８０

￥１２８０

￥５００

・本日のカルパッチョ

・濱水の宮島ムール 活ムール貝の白ワイン蒸し

Carpaccio

Impepata di cozze

・自家製キッシュ

・グリーンサラダ

・生ハムとパルミジャーノチーズのサラダ

・パレルモ風カポナータ（野菜のトマト煮込み）

・水牛モッツァレラのカプレーゼ

・鶏レバーペーストのクロスティーニ ４枚

Quiche

Insalata verde

Insalata di prosciutto e parmigiano

Caponata

Mozzarella di bufala caprese

Crostini al pesto di fegatino

￥６００

￥６００

￥８８０

￥７８０

￥８８０

￥７８０

・熟成生ハム

・生ハムとサラミ盛り合わせ

Prosciutto crudo

A�ettati misti
ピッコロ（１～２人前）￥９８０

グランデ（３～４人前）￥１８８０



☆

トマトソースベース

☆

☆

☆

☆

☆

☆

・マルゲリータ

・マルゲリータ　コン　ブッファラ

・ディアボラ

・カプリチョーザ

・ロマーナ

・シチリアーナ（チーズなし）

・マリナーラ(チーズなし）

・パルマ

Margherita  モッツァレラ・バジル

Margherita con bufala  モッツァレラ・水牛モッツァレラ・バジル

Diavola  モッツァレラ・辛いサラミ・唐辛子オイル・バジル

Capricciosa  モッツァレラ・アーティチョーク・ハム・キノコ・オレガノ

Romana  モッツァレラ・アンチョビ・バジル・オレガノ

Sicula  ミニトマト・アンチョビ・ケッパー・オリーブ・オレガノ・ガーリックオイル

Marinara　ガーリックオイル・オレガノ

Palma  モッツァレラ・生ハム・ルッコラ・グラナパダーノ

￥１１００

￥１５００

￥１２００

￥１３００

￥１２００

￥１０５０

￥９００

￥１６００

クリームソースベース

・ミラネーゼ

・フンギ

・クワトロ　フォルマッジ

☆

☆

☆

Milanese  モッツァレラ・ミラノサラミ・ネギ　

Funghi  モッツァレラ・キノコ・ベーコン・バジル

4 formaggi  モッツァレラ・ゴルゴンゾーラ・リコッタ・グラナパダーノ

￥１３００

￥１３００

￥１５００

ピッツァ　Pizza



パスタ・リゾット Pasta e Risotto

今月のパスタ

・鰯とウイキョウ（フェンネル）のシチリア風　ブカティーニ

・飛騨牛すじ肉のボロネーゼ　タリアテッレ（生パスタ）

・自家製ラザニア

・海の幸のペスカトーレ　リングイネ

・カルボナーラ・ディ・マーレ　リングイネ

・ゴルゴンゾーラとくるみのクリームソース　ペンネ

・ヴェネツィア風　イカ墨リゾット

・ミラノ風　サフランリゾット

Bucatini alla siciliano

Tagliatelle al ragu alla bolognese

Lasagna alla bolognese

Linguine al Pescatore

Linguine al Carbonara di mare

Penne al gorgonzola e crema di noci

Risotto al nero di seppia

Risotto allo za�erano

Spaghetti all'olio di polpo Ragú    

Rigatoni con melanzane e ricotta salata    

Fitucina alla crema con funghi di pollo

シチリア島の伝統パスタであり、鰯の旨味とウイキョウの爽やかな香りが詰まったパスタ

飛騨牛すじ肉やポルチーニを使い赤ワインでじっくり煮込んだオリジナルラグ―ソースパスタ

自家製ボロネーゼソースとベシャメルソース、モッツァレラを何層にも重ねた、オーブン焼きパスタ

ペスカトーレとは「漁師風」という意味。魚介類を使ったトマトソースパスタ

魚介類をふんだんに使用したカルボナーラです

￥１５００

￥１５００

￥１６００

￥１６００

￥１７００

￥１５００

￥１７００

￥１７００

・タコのラグー水菜とからすみ
　　　　　　　　　　アーリオオーリオ　スパゲッティ

・鶏むねとしめじのアルフレード風　
　　　　　　　　　　　　　　　クリームソース　フィットチーネ

・揚げなすとリコッタサラータのノルマ風
　　　　　　　　　　　トマトソース　リガトーニ

￥１４００

￥１４００

￥１４００



肉・魚料理　Carne e Pesce

・ビステッカ　アッラ　フィオレンティーナ（Tボーンステーキ）
Bistecca alla fiorentina

ＵＳ産のビーフステーキを使用しサーロイン・ヒレ共に楽しめます
約１ｋｇでのご提供になります

＜要予約＞

約１００ｇ￥１３００

Tagliata di manzo

Brasato guancia di manzo

Arrosto di maiale

Pollo confit

Arrosto di anatora

Orata alla aquapazza

Saltato pesce del giorno

・ブラックアンガス牛のタリアータ

・牛ほほ肉の赤ワイン煮込み

・結旨豚のローストポーク　低温調理

・桜島どりコンフィの香草グリル～グリル野菜と粒マスタード添え～

・鴨胸肉のロースト

・本日のアクアパッツァ

・本日の鮮魚のソテー

一晩赤ワインに漬け込んだ牛肉をじっくりと長時間煮込んだ当店自慢の一品です

白川郷のブランド豚「結旨豚（ゆいうまぶた）」を使用。
１２時間低温でじっくり調理したローストポークです

鹿児島県産の銘柄鶏
数種類のハーブをマリネしてしっとりと火入れしました。

柔らかくてジューシーな旨味たっぷりの鴨肉です

ナポリの伝統料理　魚介とオリーブ・チェリートマトの旨味が凝縮した一品

その日の魚に合ったソースで召し上がれ

ＵＳ産のブラックアンガス牛を使用したビーフステーキ
上質な肉本来の味を楽しむため、味付けはシンプルに塩こしょうのみでお召し上がりください

　１２０ｇ￥１８００

￥１９００

￥１６００

￥１４００

￥２２００

￥１８００

￥２０００



FREE

FREE WI-FI
SSID

fruttoricco-A
fruttoricco-B
パスワード
0582321130

FOLLOW ME！

本日は沢山あるお店の中から、当店にご来店頂き誠にありがとうございます！
サービス等で至らない点がございましたら、改善していきますので遠慮なしに
スタッフへお伝えください。それを励みに精進してまいります！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FRUTTO RICCOスタッフ一同

デザート　Dolce

・ティラミス

・クリームブリュレ

・トルタ・カプレーゼ

・トルタ・ディ・リコッタ

・カンノーロ

・自家製ジェラート

Tiramisu

Crema catalana

Torta caprese

Torta di ricotta

Cannolo

Gelato

￥５８０

￥５２０

￥４８０

￥４８０

￥４５０

￥３８０

イタリアのビスケット”サボイアルディ”を使った本格ティラミス

焦がしカラメルのほろ苦さとクリームの甘さが特徴な絶品ドルチェです

チョコレートとアーモンドのケーキです

南イタリア風チーズケーキ

シチリア伝統菓子。油で揚げた円筒状の生地の中にたっぷりとクリームを詰めたお菓子


