
表示価格は税込金額です＝当店おすすめのメニューです ＝季節の期間限定メニューです

GRAND MENU

FRESH CHEESE 

自家製ブッラータ　
イチジクとブドウ添え

毎日お店で手作り！！
自家製の「ブッラータ」にイチジクとブドウを添えました。

\1800

播磨灘産カキと旬野菜のチーズアヒージョ

牡蠣と旬野菜をオリーブオイルで煮込み、
仕上げにウォッシュチーズ「タレッジョ」を加えました

\1600三浦青木農園野菜とフェタチーズのグリーンサラダ

ハーフ (１～２人前）
フル（ � ～ � 人前）

ロメインレタスとケールを CASCINA 特製シーザードレッシングで

Homemade burata  cheese with fig and grape

Caesar Salad

Cheese ajillo with oysters and seasonal

\850( 税込￥935)
￥1500( 税込￥1650)

ハーフ (１～２人前）
フル（ � ～ � 人前）

\950( 税込￥1045)
￥1600( 税込￥1760)

ロメインレタスとケールのシーザーサラダ

三浦青木農園のお野菜を中心に �� 種類使用した
CASCINA おすすめサラダ ギリシャの羊乳のフレッシュチーズ

「フェタ」とオリーブで野菜がさらに美味しく感じられます

Green Salad

( 税込￥1980)

スペイン産生ハムとサラミ \1600

スペイン産生ハムとサラミの盛り合わせ

Prosciutto and Salami ( 税込￥1760)

スペイン産生ハムとブッラータ \2300

スペイン産生ハムと自家製「ブッラータ」の盛り合わせ

Prosciutto and Burrata Cheese ( 税込￥2530)

米沢牛とうがらしの炙りカルパッチョ

赤みの旨味が楽しめる希少部位とうがらしを
香ばしく炙ってカルパッチョ仕立て
イタリア産「ロディジャーノチーズ」と合わせております

\2300
Wagyu Beef Carpaccio ( 税込￥2530)

4 種チーズの焼きニョッキ

キタアカリのニョッキをたっぷりのチーズで

\1000
Grilled gnocchi with 4 kinds of cheese ( 税込￥1100)

鮮魚のカルパッチョ 熟成ミモレット

新鮮な白身を「熟成ミモレット」と共に

\1300
Seasonal Fresh Fish Carpaccio ( 税込￥1430)

( 税込￥1760)

秋野菜のチーズフリット

「パルミジャーノ」香るサクサクの衣がやみつきに

\1100
Autumn vegetable cheese frit ( 税込￥1210)

ペコリーノロマーノとマッシュルーム、焼き栗

イタリアの羊のチーズ「ペコリーノロマーノ」の塩気と
スライスしたマッシュルームの相性は◎

\800Pecorino romano cheese, roasted chestnuts
and mushroom salad ( 税込￥880)

TAPAS & ANTIPASTO

PickUp!

Seasonal
Limited

PickUp! Seasonal
Limited

Seasonal
Limited

PickUp!

SALAD

できたてモッツァレラチーズ \1000

出来立て練りたての
おいしさを味わう究極のフレッシュチーズ！

Freshly Made Mozzarella Cheese ( 税込￥1100)

自家製チーズ 2 種盛り合わせ

自家製の出来たてモッツァレラチーズ・ブッラータを
両方楽しめる � 種盛り合わせ　スペイン産生ハム添え

2 Kinds of Fresh Cheese

スペイン産生ハムとモッツァレラ \1800

スペイン産生ハムと出来たてモッツァレラチーズの盛り合わせ

Prosciutto and Mozzarella Cheese ( 税込￥1980)

\1700期間限定価格 【2 名様用】
\2500

( 税込￥1870)
\2500【3 名様用】 ( 税込￥2750)

� 名様用通常価格

PickUp! “究極のフレッシュチーズ”
DINNER
TIME
限定

バゲットと自家製モッツァレラチーズの
クロスティーニ（2 個）

バゲットにのせたトロトロのモッツァレラに
アンチョビバターソースをかけました

\800
Crostini with baguette and mozzarella cheese（2Plece） ( 税込￥880)

まるごと秋ナスと色々キノコのチーズグラタン

ナスを器にして具材を詰めてグラタンに仕上げました

\1300
Eggplant and mushroom cheese gratin ( 税込￥1430)

Seasonal
Limited

イタリア産オリーブとフェタチーズのマリネ

� 種類のオリーブとハーブ香る「フェタ」チーズをマリネに

\600
Marinated Italian olives and feta cheese ( 税込￥660)



GRAND MENU

ラクレット＆ベーコン、モルタデッラ、
ロイヤルポークのソーセージ

ベーコンやソーセージに
フランス産のラクレットチーズをかけて仕上げます。

ラクレット＆旬野菜 \1900

\2400

旬のお野菜にフランス産のラクレットチーズをかけて仕上げます。

US プライムビーフのバベットタリアータ

薄切りにしたバベット（ハラミ）のレアステーキを削りたての
「ロディジャーノチーズ」とバルサミコのソースで仕上げました

\2500
USDA Prime Beef Bavette Steak Tagliata Style

3 Kinds of Cheese Plate

イクラとピアーヴェチーズの
クリーミーリゾット

お客様の目の前で仕上げる濃厚チーズリゾットに
イクラを贅沢にトッピング

“炎のカルボナーラ”
トリュフと熟成ベーコンのキタッラ
カルボナーラピアーヴェチーズ \2900

\2800

カシーナ一押し！お客様の目の前で仕上げる
濃厚トリュフカルボナーラ　カシーナのスペシャリテ！

農園野菜のチーズリゾット

彩りのよい季節のお野菜と濃厚なチーズの旨味を
黒コショウが引き立てます

\1900

チーズ３種盛り \1800

8 種のチーズピッツァ

クアトロのさらに倍の８種類のチーズを
贅沢に使用した CASCINA ならではのピッツァ

\2100

青木農園の野菜たっぷりマルゲリータ風ピッツァ

提携農家の青木農園の
野菜をのせて焼き上げました。

\2000

Raclette Cheese and Seasonal Vegetables

Raclette Cheese and Charcuterie
(bacon,Mortadella Ham and Pork Sausage)

Carbonara with Truffle,Bacon, Fresh Pasta 
"Chitarra" and Piave Cheese

Salmon roe and Piave cheeseCreamy risotto

Cremy Risotto
with Sesonal Vegetables and Piave Cheese

8 kinds of Cheese Pizza 

Aoki Farm's vegetable-rich pizza

( 税込￥3190)

( 税込￥3080)

( 税込￥2090)

( 税込￥2310)

( 税込￥2200)

北海道産 星空の黒牛のフィレ肉

柔らかく仕上げた星空のフィレ肉を
「フォンティーナチーズ」と赤ワインの � 種類のソースで

\3900
Roasted Wagyu Beef Tenderloin with Red Wine Sauce( 税込￥4290)

( 税込￥2750)

仔羊のロースト

オーストラリア産仔羊のロースト濃厚
フランス産ブルーチーズ「ロックフォール」のソースで

\3000
Roasted Lamb with Roquefort Sauce ( 税込￥3300)

( 税込￥1980)

4 Kinds of Cheese Plate
チーズ４種盛り \2200

( 税込￥2420)

( 税込￥2090)

( 税込￥2640)

ラクレット＆海老と旬野菜

スパイス香る海老と旬野菜、
フランス産のラクレットチーズをかけて仕上げます。

\2400
Raclette Cheese, shrimp and seasonal vegetables ( 税込￥2640)

RACLETTE

MAIN

PASTA/RISOTTO

PIZZA

CHEESE PLATEBREAD

表示価格は税込金額です＝当店おすすめのメニューです ＝季節の期間限定メニューですPickUp! Seasonal
Limited

Seasonal
Limited

Seasonal
Limited
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PickUp!

PickUp!

Seasonal
Limited

生ハムとキノコのクリームチーズピッツァ

北海道産「クリームチーズ」と
生ハムの塩味がベストマッチ

\2000Cream cheese pizza with prosciutto and mushrooms

( 税込￥2200)

（ ２ピース ）フォッカッチャ \300
Focaccia ( 2 Piece) ( 税込￥330)

播磨灘産カキと旬野菜のチーズアヒージョにおすすめ

PickUp!


