MONTHLY
PREFIX
２名様より

DRINK & DESSERT

2,800 yen

表示価格はすべて税抜き価格です
Tax not included in the price

[APPETIZER]

Qinomi プレート
Qinomi plate

・春キャベツ ポタージュ
Spring cabbage potage

・桜エビ 新玉ねぎ ケークサレ
Sakura shrimp onion cake salé

・立川小山農園 人参 サーモン オレンジ サラダ
Tachikawa koyama farm carrot,salmon and orange salad

・パルマ産 22 ヶ月熟成プロシュート サラミ
22 Months Aged Prosciutto and Salami

・春野菜 カポナータ
Spring vegetables caponata

ベイクドチーズケーキ

[PIZZA]

・マルゲリータ

プラリネムースとメレンゲのタルト仕立て

（トマトソース、モッツァレラ、リコッタチーズ、バジル）
Margherita
(Tomato sauce, mozzarella, ricotta cheese, basil)

All
580

オレンジのチョコレートテリーヌ
洋なしとリコッタチーズ

下記メニューからお好きなものをお一つお選び下さい

Qinomi 仕立て

・ガンベレッティ

（桜エビ、春キャベツ、アンチョビ、モッツァレラ、トマトソース）

Gamberetti
（Sakura shrimp,spring cabbage,anchovy,mozzarella,tomato sauce）

・アメリカーナ

（トマトソース、ミックスチーズ、サラミ、マッシュルーム、玉ねぎ、ピーマン）

Americana
(Tomato Sauce, Mixed Cheese, Salami, Mushrooms, Onions, Green Peppers)

クレームダンジュ いちごのソース

・サルシッチャ

（サルシッチャ、しめじ、生姜、筍、モッツァレラ）

Salsiccia
（Salsiccia,shimeji,ginger,banboo shoot,mozzarella）

1,200 ~

デザート盛り合わせ

・ゴマクリームチーズ

( ハム、モッツァレラ、クリームチーズ、黒ゴマ、生クリーム )

Sesame cream cheese
(Ham,Mozzarella,Cream cheese,Black sesame,Fresh cream)

・クワトロフォルマッジ（+300）
（4 種のチーズピッツァ）

Quattro Formaggi
（4 kinds of cheese pizza）

MLESNA TEA

・ハーフ＆ハーフ

（+200）

Half & Half

ブルービードロ

（HOT or ICED）

580

ももいちご

（HOT or ICED）

580

ピュアブラックティー

（HOT or ICED）

580

濃厚ロイヤルミルクティー

（HOT or ICED）

780

[ P A S T A ] [ お好きなものをお一つお選び下さい ]

・ホタルイカ ふきのとう ペペロンチーノ
Squid and butterbur sprout peperoncino

・スモークチキン 田ぜり トマトソース
Smoked chicken and japanese parsley in tomato sauce

・サーモン うど クリームソース
Salmon and udo in cream sauce

・本日のパスタ
Today's pasta

COFFEE

[MAIN]

Blended Coffee

ブレンドコーヒー

400

[ お好きなものをお一つお選び下さい ]

・豚ホホ肉白ワイン煮込み
Slow cooked pork cheek braised in white wine

または
・宮崎産都萬牛ステーキ（+800）
Toman beef steak

[DESSERT]
[SECRET]

ナポリタン
Napolitan

1,000

・本日のデザート
Today's dessert

・コーヒーまたは紅茶
Coffee or Tea

RECOMMEND

MEAT

Roasted Yamanashi KENMIchicken

Chef Kyohei Tanabe

Roasted iberico pork

Slow cooked pork cheek braised in white wine

豚ホホ肉 白ワイン煮込み

イベリコ豚ロースト

980

立川産 人参 サーモン オレンジ
サラダ仕立て

宮崎産 都萬牛内もも

980

1,200

Assorted cheese

980 〜

本日のチーズ盛合せ

Qinomi 唐揚げ

680

マッシュルーム アヒージョ

580

580

Assorted raw ham ＆ cheese

1,200 〜

生ハム チーズ 盛り合わせ

580

Squid and seasonal vegetables fritto

ホタルイカ 季節野菜 フリット
Spring vegetables caponata

680

480

Chicken white lever paste and chickpea paste

地鶏白レバーペースト
ひよこ豆ペースト

Sakura shrimp,spring cabbage,anchovy,mozzarella,tomato sauce

マッシュポテト

1250

ハム、モッツァレラ、クリームチーズ
黒ゴマ、生クリーム

サルシッチャ

1300

ホタルイカ ふきのとう
ペペロンチーノ

：スパゲッティーニ

スモークチキン 田ぜり
トマトソース

：手打ちリングイネ

S 650 L 850

サーモン うど
クリームソース

Peperoncino:3kind shellfishes and macrophyll

３種の貝 大葉 ペペロンチーノ
1100

780

Bagna càuda

1250

バーニャカウダー

980

：スパゲッティーニ

：スパゲッティーニ

ジェノベーゼ

1200

バジル、松の実、パルメジャーノチーズ、ペコリーノチーズ
：スパゲッティーニ
Concentrated egg carbonara

砂川町 伊藤養鶏場
濃厚卵 カルボナーラ
1400

1350

：手打ちタリアテッレ
Cream sauce:Miyazaki Beef ragout

宮崎牛ラグー クリームソース

Tomato sauce:Basil and tomato

バジル 石野さんのトマト
トマトソース

1200

Genovese

：手打ちタリアテッレ
Watercress,raw ham and parmigiano salad

1500

PASTA

Salmon and udo in cream sauce

780

1250

トマトソース、ミックスチーズ、サラミ、
マッシュルーム、玉ねぎ、ピーマン

Smoked chicken and japanese parsley in tomato sauce

[ 立川市西砂町小山農園より ]

クレソン 生ハム パルミジャーノサラダ

アメリカーナ
Half&Half

1 ケ 100

SALAD

1500

Tomato Sauce, Mixed Cheese, Salami, Mushrooms, Onions, Green Peppers

Salsiccia,shimeji,ginger,banboo shoot,mozzarella

Squid and butterbur sprout peperoncino

ほうれん草シーザーサラダ

モッツァレラ、ゴルゴンゾーラ、
リコッタチーズ、スカモルツァ

ハーフ＆ハーフ

ガーリックブレッド

Spinach Caesar salad

クワトロフォルマッジョ
Americana

Salsiccia

500

680

ガーデンサラダ

1200

桜エビ、春キャベツ、アンチョビ、モッツァレラ、トマトソース
Mozzarela, Gorgonzola, Ricotta, Scamorza

ゴマクリームチーズ

Pate de Campagne

Garden salad

ガンベレッティ
Quattro Formaggi

Garlic bread

580

パテドカンパーニュ

1200

モッツァレラ、トマトソース、バジル

サルシッチャ、しめじ、生姜、筍、モッツァレラ

Mashed potatoes

春野菜 カポナータ

Gamberetti

Ham,Mozzarella,Cream cheese,Black sesame,Fresh cream

スパイシーナチョスポテト

※ピッツァ テイクアウト出来ます。

Mozzarela, Tomato Sauce,Basil

Sesame cream cheese

Spicy nacho potato

1600

Margherita

マルゲリータ

Mushrooms ajillo

Pizza bread and ham

ピッツァパーネと生ハム

100g~

PIZZA

Qinomi fried chicken

生ハムサラミ盛り合わせ

1450

Toman beef steak Round meat

Carrot（ tachikawa）,salmon and orange salad

Assorted raw ham & salami

1450

山梨産 健味鶏 ロースト

1450

：手打ちタリアテッレ

980

Today's pasta

本日のパスタ

ASK

表示価格はすべて税抜き価格です
Tax not included in the price

