
※アレルギーをお持ちのお客様へ　Casitaのメニューは、多くの食材を共通のキッチン設備で調理を行っておりますので、意図せずに他の食材成分が混入・付着している場合があります。食材についてのご質問は、可能な限りお応えさせていただきますが、重度なアレルギー症状をお持ちの方は、お食事をお召し上がりの際、かかりつけのお医者様にご相談の上、最終的にはお客様自身のご判断をいただきますよう、お願い致します。

- Pref� Lunch  -
- 2,100yen -

（ソフトドリンクフリー付）

本日のサラダ

Today’ s Salad

- C�d Appetiz� -

お好みのパスタを１品お選びください

Please ch�se y�r fav�ite pasta

- Select Pasta -

- Select Main -

ミニドルチェ

Petite Dess�t

- Dess�t -

※デザートは盛り合わせに変更できます。【+500yen(税込550yen)】 For those who prefer dolce misto, dessert is changeable

※パスタ大盛【＋200yen（税込220yen)】、麺の変更【＋100yen(税込110yen)】、パン【＋300yen(税込330yen)】で承ります。

お好みのメインを１品お選びください

Please ch�se y�r fav�ite main

活蝦夷アワビのグリル 【+1,000yen(税込1,100yen)】

ビーフハンギングテンダー マッシュポテト ゲランドの塩 【+1,000yen(税込1,100yen)】

若鶏モモ肉のグリル 白菜と粒マスタードのストゥファート

豊洲市場直送の鮮魚 紫いもピューレ スプラウトのサラダ

Grilled Abal�e

Beef hanging tend� with Mashed potatoes Gu�ande Sea Salt

Grilled Chicken,Chinese cabbage and �ain must�d stufato

Today’ s Fish,P�ple sweet potato p�ee spr�t salada

短角牛フィレ肉のグリル 【+2,400yen(税込2,640yen)】

Grilled Beef Fillet

（税込 2,310yen）

お好みのパスタを１品お選びください

Please ch�se y�r fav�ite pasta

- Select Pasta -

- OCEAN Lunch -
- 3,700yen -

（ソフトドリンクフリー付）

（税込 4,070yen）

本日の前菜の盛り合せ

Today's Appetiz�

- C�d Appetiz� -

本日の温菜

Today’ s Hot Appetiz�

- Hot Appetiz� -

イタリアンドルチェ

Italian Dess�t

- Dess�t -

※パスタ大盛【＋200yen(税込220yen)】、麺の変更【＋100yen(税込110yen)】、パン【＋300yen（税込330yen）】で承ります。

ブレッド

- Bread -

- Select Main -
お好みのメインを１品お選びください

Please ch�se y�r fav�ite main

ローズマリー香る 南瓜のペペロンチーノ ローストアーモンドのアクセント

ノルマ風スパゲッティーニ リコッタサラータ (揚げなすのトマトソース)

4種のキノコのクリームスパゲッティーニ トリュフ風味 パルミジャーノ・レッジャーノ 【+400yen（税込440yen)】

生ウニの青海苔クリームソース スパゲッティーニ レモン風味 【+1,100yen（税込1,210yen)】

Pumpkin Pep��cino with Rosem�y accent of roasted alm�ds

N�ma-style spaghe�ini,Rico�a salata,�ied eggplant t�ato sauce

Spaghe�ini Truffle Flav�ed with 4kinds of Mushr�ms,p�migiano reggiano

Spaghe�ini with Sea Urchin in a��i �eam sauce Lem� flav�

ローズマリー香る南瓜のペペロンチーノ ローストアーモンドのアクセント

ノルマ風スパゲッティーニ リコッタサラータ (揚げなすのトマトソース)

4種のキノコのクリームスパゲッティーニ トリュフ風味 パルミジャーノ・レッジャーノ 【+400yen（税込440yen)】

生ウニの青海苔クリームソース スパゲッティーニ レモン風味 【+1,100yen（税込1,210yen)】

Pumpkin Pep��cino with Rosem�y accent of roasted alm�ds

N�ma-style spaghe�ini,Rico�a salata,�ied eggplant t�ato sauce

Spaghe�ini Truffle Flav�ed with 4kinds of Mushr�ms,P�migiano reggiano

Spaghe�ini with Sea Urchin in a��i �eam sauce Lem� flav�

活蝦夷アワビのグリル 【+1,000yen(税込1,100yen)】

ビーフハンギングテンダー マッシュポテト ゲランドの塩 【+1,000yen(税込1,100yen)】

若鶏モモ肉のグリル 白菜と粒マスタードのストゥファート 

豊洲市場直送の鮮魚 紫いもピューレ スプラウトのサラダ

Grilled Abal�e

Beef hanging tend� with Mashed potatoes Gu�ande Sea Salt

Grilled Chicken,Chinese cabbage and �ain must�d stufato

Today’ s Fish,P�ple sweet potatp p�ee spr�t salada

短角牛フィレ肉のグリル 【+2,400yen(税込2,640yen)】

Grilled Beef Fillet



- Lunch Menu -

２種のオリーブ

2kind Olive
800yen

パルマ産プロシュート

Prosciu�o
900yen

カルパッチョ

C�paccio
1,800yen

フライドポテト

FriedPoteto
800yen

チーズ盛り合わせ

Cheese pla��
1種:550yen, 3種：1,250yen

Lunch OTSUMAMI Menu

短角牛フィレ肉のグリル(120g)

Grilled Beef Tend�l�n
4,300yen

活オマール海老のグリル

Grilled Lobst�
5,700yen

濃厚チョコバナナジュース

Banana Juice
1,050yen

バナナジュースお持ち帰り可能です

（税込 1,155yen）

USA Tボーンステーキ

USA  Beef T-B�e 
6,500yen

※600gからのご用意となります。

（税込 880yen）

（税込 990yen）

（税込 1,980yen）

（税込 880yen）

（税込 605yen）（税込 1,375yen）

（税込 4,730yen）

（税込 6,270yen）

（税込 7,150yen）


