
corso  di  cena

※価格表記は全て税・サ込の金額です。

　～ ディナーコース ～　

　　　　　　　　　＞＞＞　　パスタは3種の中からお好きな1品をお選び頂けます。

・自家製フォカッチャ    ・コーヒー or 紅茶

    食前の一皿       前　菜    魚料理  肉料理 デザート　　　　　　　    パスタ

LUNA “ルナ” コース　（全７皿） ￥6,000

淡路コース ￥8,000

stuzzucchino   /    antipasto    /    primo piatto    /    pesce    /    carne    /   dolce

（全8皿）

・自家製フォカッチャ    ・コーヒー or 紅茶

      

  Stuzzucchino  /  antipasto freddo /  antipasto caldo  / pasta  /  pesce  /  carne  /  dolce
     　　　            　      　　食前の一皿　　　　　　　　 冷たい前菜　　　　　　　　　 温かい前菜　　　　　　パスタ    　  魚料理　　　 肉料理       ドルチェ



Awaji CORSO

淡路コース

 Stuzzucchino 

淡路野菜の

“バーニャカウダ”

　 Antipasto freddo　 

ゴールデンボアポークのソプレサータ

シェリービネガーと香草のソース

Primo Piatto

親鳥のラグーソース

“法蓮草を練りこんだタリオリーニ”

Pesce

天然ヒラメのソテー

カブと菜の花のソース　焦がしバター風味

Carne

椚座牛のステーキ

山菜と西洋山葵のディップを添えて

Dolce

デリッツィアリモーネとチョコレートのソルベ

苺のスープ仕立て

※仕入の関係で内容が変更になる場合がございます。

Antipasto caldo

針イカとズワイガニの軽い炭焼き

生海苔のソース



LUNA CORSO
ルナコース

Stuzzucchino

Antipasto 

～上記3点よりお好きなものをおひとつお選びいただけます～

Pesce

鰆のソテー　シェリビネガーのクリームソース

Carne

ボルテサノポークとリンゴの煮込み　大麦のリゾサルトと共に

Dolce

本日のドルチェ

※仕入の関係で内容が変更になる場合がございます。

Primo Piatto

足赤海老と生海苔のクリームソース

金目鯛のスモークと冬野菜のペペロンチーノ

蝦夷鹿肉とカリフラワーのトマトソース

食前のお一皿

前菜盛合せ

+\1,000　国産牛フィレ肉のソテー

+\1,500　国産牛フィレ肉のソテー フォアグラのせ

～追加料金にて上記へご変更可能です～



※価格表記は全て税込の金額です。

No, 1 イタリア産生ハムの盛り合わせ ￥1,900

No, 2

No, 3

Mia Albergo季節の前菜３種の盛り合わせ

近海でとれた鮮魚のカルパッチョ

￥2,000

￥1,800

～ 前菜 ～　antipasto

～ ピッツァ ～　

No, 1

No, 2

自家製ベーコンと色々なキノコのピッツア “ビスマルク”

 パルマ産生ハムとルッコラのピッツア “プロシュート”

4種チーズのクリームピッツァ　“フォルマッジョ”No, 3

￥1,700

￥1,600

￥1,700

Primo piatto ～ プリモピアット～　

alla carta
～ アラ　カルト ～　

【
 
Risotto

 
】～ リゾット ～　

No,  6

N

金目鯛のスモークと黒キャベツのトマトリゾット

炭焼きした方々と春菊のリゾット　ジェノヴェーゼソース　　　　　　　　　　　　　　　

N パルマ生ハムと茸のリゾットカルボナーラ

￥1,800

￥1,600

￥1,700　

【 PIZZA】

o,  7

o,  8

国産牛肉とブロッコリーのピッツア　“ボロネーゼ”　No, 4 ￥1,700

ズワイガニと菜の花のピッツア “インヴェルノ”　No, 5 ￥1,800

N サルシッチャとブロッコリーの焼きリゾット ￥1,700　o,  9



※価格表記は全て税込の金額です。

【 Pasta 】～ パスタ ～　

  
　

No, 8

No, 9

No, 10　 サツマイモのニョッキ

No, 11

No, 12 

No, 13

No, 14

No, 15 

自家製トマトソースのシンプルなパスタ　モッツァレラとバジルのせ

手長海老とシーフードがたっぷり入った                  

　　　　　　　　　　　“ペスカトーレ”　Mia Albergo風

帆立と小エビのカラスミパスタ

にんにくたっぷりのペペロンチーノ

グアンチャーレのカルボナーラ

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 淡路玉葱とコッパのブロードソース　アンチョビ風味　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              　 

￥1,500

￥1,800

￥1,600

￥1,600

￥1,600

￥1,500

￥1,800

￥1,600

　  

　

Primo piatto ～ プリモピアット～　

　

　
ズワイガニと黒キャベツのオイルソース 
            　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 足赤海老と生海苔のクリームソース　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,800￥No, 16

 
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帆立とじゃが芋ノジェノヴェーゼソース　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,700￥No, 17

 
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 活きダコと菜の花のピリ辛トマトソース　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,700￥No, 18



※価格表記は全て税込の金額です。

【 pesce 】 「魚料理」　

【 carne 】「肉料理」　

鮮魚のアルフォルノ　～イタリアマンマの味～No, 1

No, 2 　鰆のソテー　シェリビネガーのクリームソース 　芽キャベツを添えて    
　　　　　　　　　　　　

￥2,300

￥2,200

                                　　　　　　　　　　　　ボルテサノポークとリンゴの煮込み　大麦のリゾサルトと共に
　　　　　　                                                                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鴨ロース肉のオーブン焼きとリンゴのキャラメリーゼ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ビンゴットソース～　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

￥2,100

￥2,300

￥3,800

　

Mia Albergo特製　“ティラミス”

パンナコッタ フルーツを添えて

カフェアフォガード

季節のパウンドケーキとジェラート

本日のデザートの盛り合わせ

￥800

￥700

￥800

￥800

￥1,300

second piatto ～ セコンドピアット～　

dolce ～ ドルチェ ～　

国産牛フィレ肉のソテー　～ミアアルベルゴ特製赤ワインのソース～  ￥3,000
　

国産牛フィレ肉とフォアグラのソテー　～ロッシーニ風～
　

No, 1

No, 2

No, 3

No, 4

No, 1

No, 2

No, 3

No, 4　　

No, 5

　
　　　　　　　
          

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天然ヒラメのソテー　～カブと菜の花のソース　焦がしバター風味～No, 3 ￥2,500
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