
12 ⽉ 1 ⽇ 
"Pasta A: 秋茄⼦とモッツァレラ、パルミジャーノチーズのトマトソース スパゲティーニ  
                  Spaghetti with tomato sauce, eggplant, Mozzarella and Parmigiano cheese                                            
Pasta B: スモークサーモンとほうれん草のクリームパスタ ショートパスタ    
                   Smoked salmon and spinach cream short pasta                            
Pizza A: マルゲリータ    
                 Margherita                                                                     
Pizza B: スモークサーモン きのこ モッツァレラ ジェノベーゼソース  
               Smoked Salmon Mushroom Mozzarella Genovese Sauce                                        
Pizza C: ベーコン 南⽠ モッツァレラ クリーム    
            Bacon, pumpkin, Mozzarella Cream                                       
Risotto: 安納芋とﾊﾟﾙﾐｼﾞｬｰﾉ、ﾌｫﾝﾃｨｰﾅ、ｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ、ﾏｽｶﾙﾎﾟｰﾈのｸｱﾄﾛﾁｰｽﾞ 
               Sweet Potato, Parmigiano, Fontina,gorgonzola, mascarpone quarto cheese risotto            
Main: 鶏もも⾁と季節のお野菜、トマト、オリーブ、⽩ワインの煮込み（カチャトーラ）" 
               Stewed chicken thighs and seasonal vegetables, tomatoes, olives and white wine (chacha tora) 
 
12 ⽉ 2 ⽇-12 ⽉ 8 ⽇ 
"Pasta A: 鶏挽⾁と彩りお野菜のボロネーゼ   スパゲティーニ   
                Bolognese with minced chicken and mixed vegetables Spaghetti                                                      
Pasta B: 海⽼とチンゲン菜のアメリケーヌクリームソース ショートパスタ  
               Shrimp and  Bok choy Americana cream sauce short pasta                     
Pizza A: マルゲリータ  
                  Margherita                                                                     
Pizza B: エビ、カリフラワー、アメリケーヌソース、モッツァレラ  
                  Shrimp, Cauliflower, Americana cream sauce, Mozzarella                                       
Pizza C: チキン、しめじ、グリュイエール、モッツァレラ  
                Chicken, mushrooms, Gruyere, Mozzarella                              
Risotto: サフランとパルミジャーノのチーズリゾット 合挽⾁のミートボール添え 
               Saffron and Parmigiano Cheese Risotto with  meatballs               
Main: 北⽶産豚肩⾁の⾹草グリル ルッコラとフレッシュトマト バルサミコソのソ−ス" 
               North American pork shoulder herb grilled arugula and fresh tomato balsamic sauce  
 
12 ⽉ 9 ⽇-12 ⽉ 15 ⽇ 
"Pasta A: 厚切りベーコンと⽟葱のアマトリチャーナ ブッカティーニ 
                   Thick-cut bacon and onion Amatriciana Bucatini            
Pasta B: ツナと 2 種のパプリカのクリームソース ショートパスタ 
              Tuna and 2 kinds of paprika cream sauce Short pasta 
Pizza A: マルゲリータ  
                Margherita  
Pizza B: 飯蛸、チェリートマト、ケッパー、オレガノ、トマトソース 
              Octopus, cherry tomatoes, capers, oregano, tomato sauce 
  
Pizza C: ペパロニ、フリアリエッリ(かぶの菜の花) 、モッツァレラ 
               Pepperoni, Friarielli (head of turnips) mozzarella 



Risotto: 蟹とアスパラガスのマスカルポーネチーズリゾット 
                  Mascarpone cheese risotto with Crab and asparagus   
Main: 燻製された鶏もも⾁とお野菜のクリームシチュー仕⽴て" 
               Smoked chicken thigh and vegetable cream stew " 
 
12 ⽉ 16 ⽇-12 ⽉ 22 ⽇ 
"Pasta A: 燻製された鶏もも⾁と茸のクリームパスタ   タリアテッレパスタ 
                   Smoked chicken thigh and mushrooms cream Tagliatelle pasta                  
Pasta B: 海⽼とブロッコリーの⽩インゲン⾖の煮込み、ロースマリーに⾹り ショートパスタ 
                Stewed white kidney beans, shrimp and broccoli, rosemary flavor short pasta 
Pizza A: マルゲリータ     
             Margherita 
Pizza B: モルタデッラ、卵ミモザ⾵、トマトソース、モッツァレラ 
               Mortadella, egg, tomato sauce, mozzarella 
Pizza C: ホタテ、⼩松菜、クリームソース、モッツァレラ 
                 Scallops, Komatsuna, cream sauce, mozzarella        
Risotto: さまざまな茸とポルチーニ茸のパルミジャーノチーズリゾット 
                  Parmigiano cheese risotto with porcini 
Main: ⽜挽⾁とモッツァレラ、トマトのセラフィーナ特製ハンバーグ フレンチフライ添え" 
                Serafina special hamburger with minced beef, mozzarella and tomato with French fries 
 
12 ⽉ 23 ⽇-29 ⽇ 
Pasta A: 寒ブリと蕪、ケッパーのアーリオ・オーリオ・ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰﾆ ﾀｲﾑの⾹り 
                 Yellowtail and turnip, capers Alio Olio Pepperoncini, Spaghetti 
Pasta B: コトコト煮込んだ合鴨⾁とお野菜のトマト煮込み   ショートパスタ 
               Stewed duck meat and vegetable tomato slowly cooked short pasta 
Pizza A: マルゲリータ     
             Margherita 
Pizza B: ツナ、⻑葱、トマトソース、モッツァレラ 
                tuna, yam, tomato sauce, mozzarella 
Pizza C: パンチェッタ、ルッコラ、アジアーゴ、モッツァレラ 
              Pancetta, Arugula, Asiago, Mozzarella 
Risotto: さまざまな⿂介とフレッシュトマト、マスカルポーネチーズのリゾット 
                 Risotto with various seafood, fresh tomatoes and mascarpone cheese                 
Main: 鶏もも⾁と季節のお野菜、トマト、オリーブ、⽩ワインの煮込み（カチャトーラ）" 
               Stewed chicken thighs and seasonal vegetables, tomatoes, olives and white wine (chacha tora) " 
  
12 ⽉ 30 ⽇ 
"Pasta A: ベーコンと季節の彩り野菜のスパゲティーニ パルミジャーノ⾵味  
                  Spaghetti with bacon and seasonal vegetables, Parmigiano flavor  
Pasta B: 蟹とアスパラガスのクリームソース ショートパスタ 
                 Crab and asparagus cream sauce, short pasta 
Pizza A: マルゲリータ 
                Margherita   



Pizza B: リコッタチーズ、チェリートマト、トマトソース、モッツァレラ 
                Ricotta cheese, cherry tomatoes, tomato sauce, mozzarella 
Pizza C: イカ、パプリカ、ジェノベーゼ、モッツァレラ 
                 Squid, Paprika, Genovese, Mozzarella 
Risotto: ⼤海⽼とレモン、マスカルポーネチーズのリゾット  
                 Risotto with shrimp, lemon and mascarpone cheese 
Main: 国産⽜ほほ⾁のポートワイン煮 ﾏｯｼｭﾄﾞﾎﾟﾃﾄと季節のお野菜" 
             Beef cheek boiled in red port wine, mashed potatoes and seasonal vegetables " 
   
 


