vessone ≪DINNER MENU≫（18：00～22:00

L.O21:00）

2022 年 5 月 10 日より、
原材料の高騰や輸送費の上昇等により一部メニューの価格改定させていただきます。
お客様にはご迷惑をお掛け致しますが何卒、ご容赦願います。

≪前菜≫
≪サラダ≫ 2 名様分の量です。
・タコのマリネ 845 円（税込 930 円）
・シーザーサラダ 845 円（税込 930 円）
・イタリアパルマ産 生ハム 936 円（税込 1030 円）
・グリーンサラダ 627 円（税込 690 円）
・鮮魚のカルパッチョ 936 円（税込 1030 円）
≪温菜≫
・チーズの盛り合わせ 2 種 482 円（税込 530 円） ・トリッパのトマト煮 845 円（税込 930 円）
・チーズの盛り合わせ 4 種 936 円（税込 1030 円）

・自家製無添加ソーセージ（3 本）745 円（税込 820 円）
・ベーコンとほうれん草のキッシュ 655 円（税込 720 円）

≪ピザ≫ 約 25 センチ
・ミックスピザ ・マルゲリータ

・アンチョビとオリーブのピザ

各種 1118 円（税込 1230 円）

・ゴルゴンゾーラ
・海老と野菜のガーリックピザ
各種 1209 円（税込 1330 円）
≪メインディッシュ≫
・牛肉のグリル 1955 円（税込 2150 円）・福味鶏もも肉のグリル 1209 円（税込 1330 円）
・本日の魚料理 1300 円（税込 1430 円）
≪生パスタ≫120ｇ
大盛り（180ｇ）プラス 245 円（税込 270 円）
・モッツァレラチーズのトマトソース 1209 円（税込 1330 円）
・アンチョビとキャベツのガーリックスパゲティ 1118 円（税込 1230 円）
・鶏そぼろときんぴらの和風スパゲティ 1118 円（税込 1230 円）
・ペスカトーレ 1400 円（税込 1540 円）
・カルボナーラ 1209 円（税込 1330 円）
・ボロネーゼ 1118 円（税込 1230 円）
・海老と春野菜のクリームソース 1209 円（税込 1330 円）
・紅ズワイガニとしめじのトマトクリームソース 1300 円（税込 1430 円）
・ゴルゴンゾーラのクリームソース 1209 円（税込 1330 円）
≪その他≫
・フォカッチャ（1 個）55 円（税込 60 円）

・ガーリックトースト（1 個）136 円（税込 150 円）

セットメニュー 単品メニューにプラス料金でセットに出来ます。
ディナーA セット 単品価格プラス 400 円（税込 440 円）内容：おまかせサラダ・ドリンク
ディナーB セット 単品価格プラス 682 円（税込 750 円）内容：おまかせサラダ・ドルチェ・ドリンク
※「ドリンク」・「ドルチェ」は下記のメニューからお選び下さい。
≪ドルチェ≫
・盛り合せ（おまかせ 4 種）619 円（税込 680 円） ・ティラミス

573 円（税込 630 円）

・マリトッツォ 500 円（税込 550 円） ・ソフトクリーム 500 円（税込 550 円）
≪ドリンク≫各種 391 円（税込 430 円）
・コーヒー
・紅茶
・エスプレッソ
・ハーブティー
・ウーロン茶
・オレンジジュース
・グレープフルーツジュース

vessone ≪DINNER COURSE≫（18：00～21：00 ラストオーダー）
2022 年 5 月 10 日より、原材料の高騰や輸送費の上昇等により一部メニューの価格改定させていただきま
す。お客様にはご迷惑をお掛け致しますが何卒、ご容赦願います。

プリモコース

お一人様 2709 円（税込 2980 円）

・前菜 5 種盛り合わせ（おまかせ）
・サラダ（おまかせ） ・パン
・生パスタ 100ｇ（下記のチョイスメニューからお選び下さい。）
・ドルチェ（下記のチョイスメニューからお選び下さい。）
・ドリンク（下記のチョイスメニューからお選び下さい。）

ヴェッソーネコース

お一人様 3627 円（税込 3990 円）

・前菜 5 種盛り合わせ（おまかせ）

・サラダ（おまかせ）

・パン

・生パスタ 80ｇ（下記のチョイスメニューからお選び下さい。）
・メインディッシュ（肉料理又は魚料理からお選び下さい。）
・ドルチェ（下記のチョイスメニューからお選び下さい。）
・ドリンク（下記のチョイスメニューからお選び下さい。）

チョイスメニュー
生パスタ※大盛り（1.5 倍）はプラス税込 270 円
・モッツァレラチーズのトマトソース ・アンチョビとキャベツのガーリックスパゲティ
・鶏そぼろときんぴらの和風スパゲティ
・ボロネーゼ
・イカ墨のスパゲティ※プラス税込 100 円
・紅ズワイガニとしめじのトマトクリームソース ※プラス 100 円
・カルボナーラ※プラス税込 100 円
・海老と春野菜のクリームソース
・ペスカトーレ※プラス税込 300 円
・ゴルゴンゾーラのクリームソース※プラス税込 100 円

メインディッシュ
肉料理

福味鶏もも肉のグリル

魚料理

鮮魚のグリル

又は

牛肉のグリル※プラス税込 450 円

ドルチェ
・盛り合わせ（おまかせ 4 種類）

・ティラミス

・ソフトクリーム

・マリトッツォ

ドリンク
・コーヒー
・紅茶
・エスプレッソ
・ハーブティー
・ウーロン茶
・オレンジジュース
・リンゴジュース
・グレープフルーツジュース
・カフェラテ※プラス 91 円（税込 100 円）

