
 

CONNESSIONE 　
      

    

FELICE / Produttore

豊穣の島　淡路島で育まれた恵みの食材

　　　　　想いをつなぐ　心の物語り

“食”が生み出す贅沢　幸せの一皿へ.. .

この瞬間　この場所でしか味わうことの出来ない

　　　　　　　　一期一会の物語り

　　　　　純国産“卵”　魅惑の一皿へ.. .

　　　　　　　

Menu di Pranzo

※上記価格は税込みでございます。

～ ランチコース ～　

CONNESSIONE “コネッシオーネ”　

「極み　地産地消コース」

CARINA “カリーナ” 　

・自家製フォカッチャ
    
・コーヒー or 紅茶

　　

     insalata    /    antipasto   /     primo piatto     /      dolce        
　　サラダ   　　　 　 前菜盛り合わせ 　　パスタ or リゾット or ピッツア     ドルチェ

Produttore   “プロドゥットーレ” 

・自家製フォカッチャ

    

・コーヒー or 紅茶

　　　　パスタorリゾッ トorピッツァを1品お選び頂けます。

　　　　　　　魚料理 or 肉料理をどちらかお選び頂けます。

＞＞＞

　　　「今月限定　生産者プリフィックスコース」

　　 　　 　　

    

FELICE  “フェリーチェ” 　

魚料理・肉料理はどちらもご提供させて頂きます。 

・自家製フォカッチャ    ・コーヒー or 紅茶

     

パスタorリゾットorピッツァを 1品お選び頂けます。＞＞＞

「今月限定　生産者フルコース」

￥5,000

￥3,800

￥2,600

＞＞＞　 パスタorリゾットorピッツァを１品お選び頂けます。

・自家製フォカッチャ    ・コーヒー or 紅茶

￥6,000

    　　　                  　食前の一皿　　　　　　　　前菜　　　　   スープ        パスタ    　  魚料理　　　 肉料理       ドルチェ

        Stuzzucchino  /  antipasto  / zuppa  /  pasta  /  pesce  /  carne  /  dolce

～淡路の大地と太陽が生んだ椚座牛～
餌も地産地消にこだわり、淡路の地下水や稲穂で育ち、

風通りの良い牛舎でストレスなく育った椚座牛を贅沢にメインにお召し上がりいただけます。

～淡路島、明石、坊勢島の光の食材を使った、セトレからの想いを込めたコース～

  Stuzzucchino  /  antipasto  / zuppa  /   primo piatto   /  pesce  /  carne  /  dolce
    　　　                  　食前の一皿　　　　　　　　 前菜　　　　      スープ    パスタ or リゾット or ピッツア     魚料理　　　   肉料理         ドルチェ

  Stuzzucchino  /  antipasto  /  zuppa  /   primo piatto   /  second piatto  /  dolce
    　　　                  　食前の一皿　　　　　　　　 前菜　　　　       スープ     パスタ or リゾット or ピッツア     魚料理 or 肉料理          ドルチェ



 

Pasta ～ パスタ ～　

No, 1

No, 2

No, 3

No, 4

No, 5 

No, 6

No, 7

   No, 9     明石蛸と淡路玉葱のピリ辛トマトソース　“アラビアータ”                  　 　　　　             　　       

o, 8       

バジルとモッツァレラのシンプルな自家製トマトソース

新じゃが芋のニョッキ　グアンチャーレともみじ卵のクリームソース

魚介のトマトソース　“ペスカトーレ”

猪豚ベーコンともみじ卵のソース　“カルボナーラ”

ホタテと小エビのオイルソース　“カラスミ”

淡路産唐辛子とニンニクのオイルソース　“ペペロンチーノ”

 桜鯛と春野菜のブロードソース　グリッシーニパン粉がけ

 牛イチボと春キャベツのラグーソース　もみじ卵を添えて

　

　

a la carte

　  

～ ア・ラ・カルト ～　

 No, 11    あさりとシラスのオイルソース　平岡レモン風味　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　 　　　　　

o, 10       ホタルイカとうどのオイルソース　有機ルッコラを添えて

 親鳥と筍のトマトクリームソース　                                 

N

 

N

￥1,500

￥1,600

￥1,900

￥1,800

￥1,500

￥1,600

￥1,700

（コース

　

+￥200） 

　

￥1,900

￥1,700

￥1,800

￥1,800

￥1,800

No, 12 

（コース +￥200） 

N

　  

Risotto ～ リゾット ～　

No, 16　     桜鯛と春野菜のリゾットヴェルデ　新ゴボウのフリチュールをのせて

No, 13　     親鳥とアスパラのリゾット　ペコリーノチーズがけ

No, 14　     猪豚ベーコンと春キャベツのトマト焼きリゾット　もみじ卵を添えて

No, 15　     パルマ産生ハムともみじ卵のリゾットカルボナーラ　トリュフ風味

￥ 1, 700

￥ 1,800

￥1,900

￥1,700

（コース +￥ 200

Pizza ～ ピッツァ ～　

o, 17

No, 18

牛イチボと春キャベツのピッツァ　もみじ卵を添えて

パルマ産生ハムと新じゃが芋のトマトクリームピッツァ

　　　　　　

No, 19       4種のチーズのクリームピッツア

親鳥とアスパラのバジル風味のピッツアNo, 20

No, 21　   ホタルイカとブロッコリーのオイルピッツァ

￥ 1, 00

￥ 1, 700

￥ 1, 700
 

￥ 1,8 00

9

￥1, 900
（コース +￥ 200

（コース +￥ 200


	①HP掲載用コースメニューデータ縮小版
	②HP掲載用アラカルトメニュー

