
Please choose one drink from below

Please select from the right page
and“Seasonal specials”

Please choose salad with
a piece of bread or a cup of soup

ケーキはお
店の前の

ショーケー
スからも選

べます！ケーキはお
店の前の

ショーケー
スからも選

べます！

タルト

濃厚ベイクド
チーズケーキ

ナッツの
ガトーショコラ 

…etc

Single item of the main menu 
￥200 discount from set meal price.

春の気まぐれピザ春の気まぐれピザ
Chef's capricious pizzaChef's capricious pizza

+￥500

+￥300+￥200

+￥200

+￥300

+￥100

+￥300

Pizzaピッツァ

Pasta

Omelette rice

で上げまでに約15分程お時間をいただきます。注

焼き上げまでに約8分程お時間をいただきます。ご了承くださいませ。注

お急ぎの方

マリナーラ 当店自慢のクラシコ・マルゲリータ
Marinara Margherita

卵とベーコンのビスマルク
（トマトソース・ベーコン・チーズ・温泉卵）

Bismarck

パスタ

大きさ：10in(約26cm)

シェフこだわり大人のナポリタン 絶品！明太子のスパゲッティ
Spaghetti Napolitana Mentaiko Spaghetti

であげ時間５分のクイックパスタに変更ＯＫ！

プレミアム能登豚（豚輝）ベーコンと
能登鶏卵の黄金カルボナーラ

トンキー
Carbonara

明太子のクリームオムライス
Mentaiko cream omelette rice HANTON rice

金沢のソウルフード ハントンライスふわトロ！スキレットオムライス
Omelette rice

こちらからお選びください

オムライス

春の期間限定メニュー

サラダセット
内容

前菜サラダ

当店のピザは生地にこだわりあり！
480℃に上がる窯を使用することで、外はカリっ！
中はもちっと仕上がります。水分を保持した耳まで美味しいピッツァに
自家製トマトソースや具材をお楽しみください♪

更にランチ限定のお得な価格でセレクトランチをカスタマイズ

お野菜は仕入によって写真と異なります。

お好きな
ドリンク
1杯

・ブレンドコーヒー（ホット/アイス）

・アメリカンコーヒー

・紅茶（ホット/アイス）

・ウーロン茶

・オレンジジュース

・アップルジュース

・ひとくち生ビール【+￥250】

・グラスワイン（赤／白）【+￥300】

・ハイボール【+￥300】

・レモンサワー【+￥300】

Blended coffee（Hot or Iced）

American coffee

Tea（Hot or Iced）

Oolong Tea

Orange juice

Blended coffee（Hot or Iced）

American coffee

Tea（Hot or Iced）

Oolong Tea

Orange juice

Apple juice

Glass beer（small size）

Glass wine

Highball

Lemon sour

Apple juice

Glass beer（small size）

Glass wine

Highball

Lemon sour

選べる！

「パン付」または「本日のスープ付」
のどちらかをお選びください。

Cake
セット
+
プラス

￥440

※モンブランは+￥50になります。

Select
メイン+サラダ+ドリンク付)

Main+Salad+Drink
※200円引きで単品
　のご用意できます。

unch
￥1,380

（tax included）

・Pizzaピッツァ
・Pastaパスタ
・Omelet rice オムライス

パスタ、ピザ、オムライスは
下記の期間限定メニューまたは
右のページからお選びください。

平日
限定

お好きな
メイン

お好きなメイ
ンを

１つチョイス
!

or
前菜サラダ
（パン付き）

前菜サラダ
（本日のスープ付き）

Ready in approx 15 min.

Ready in approx 8 min.

+￥300+￥500 +￥500

Main

Salad

Drink

Salad with soupSalad with soupSalad with breadSalad with bread

 Seasonal  Specials

Noto-beef meat sauce spaghetti Noto-beef meat sauce spaghetti Olive oil sauce spaghetti with 
firefly squid and whitebait
Olive oil sauce spaghetti with 
firefly squid and whitebait

春の能登牛ミートソース
スパゲッティ
春の能登牛ミートソース
スパゲッティ

ホタルイカとシラスの
特製オイルスパゲッティ
ホタルイカとシラスの
特製オイルスパゲッティ



CucinaCucina
AlcoholAlcohol
DrinkDrink

White Horse highball

Jack Daniels highball

The Chita highball

¥630

¥680

¥880

¥680Fresh Lemon sour 

TAPASTAPAS

R��oui�e
¥580

Homemade pickles

¥800
Ratatouille

¥800
Prosciutto

¥580
Mixed nuts and olive

Prosci�to

¥690
 Lemon sour 
( )

No.1
おすすめ！

Campagne cucina & bar
Lunch Menu
カンパーニュ クチーナ& バール  平日ランチメニュー


