
●表示価格は、消費税を含む税込表示です。

Tボーンステーキ(約1ｋｇ）

枝豆
Edamame

生ハム
Prosciutto crudo

トマトのブルスケッタ2ピース
Bruschetta pomodoro

本日のパニーニ
Panini del giorno

Tボーンステーキ
Bistecca Fiorentina

鮮魚のフリット
Fritto di pesce

チーズフライ
Formaggi fritto

じゃがいものパンツェロッティのフリット
Panzerotti di patate

ムール貝の白ワイン蒸し
Cozze alla vampa

Special Main DishSpecial Main Dish

AppetizerAppetizer

マルゲリータ(トマト・オレガノ・モッツァレラチーズ・バジル)
Pizzella marghgherita
Mini Mini Pizzaza

￥330
￥1,210
￥363

￥605

1000gあたあたあたあたあたあたりりりりりり  ￥￥￥￥￥￥111111,,,,,,00000077777778888888 約1kg約 ～1.5kg

約1k約1kggg～～～1.51.5kkg
（要予約約2日前ままで）

￥968
￥693
￥825
￥1,518

マンマミミーアーアマ (トマ(トマト・イタリアン唐辛子・モッツァレラチーズ・サラミ)
Pizzella mamma mia

ナポレターナ（トマト・アンチョビ・ケッパー・オレガノ・モッツァレラチーズ）
Pizzellaa napoletana

クアトロフォルマッジ（モッツァレラチーズ・ゴルゴンゾーラチーズ・リコッタチーズ・パルミジャーノチーズ）
PiPizzzella 4formaggi

プレミアータ（トマト・モッツァレラチーズ・パルマ産生ハム・フレッシュルッコラ・パルミジャーノチーズ）ズ）））
Pizzella premiata

￥990

￥825
￥880
￥1,430

フルーツとジェラートの盛り合わせ盛盛フルーツとジェラートの盛り合わせ
Coppa di gelato mistoCoppa di gelato mi

タリオリーニジェノヴェーゼゼリオリーリリタリオリー ジェノヴェーゼ
Tagliiolilinin  genoveseTaglio

ムール貝のトマトソース  スパゲパゲッティールールーール貝のトマトソ
SpSpagaghehetti alle cozzeSSpaghetti alle cozze

トマトバジルのソース  タリアテテッレトマトバジルのソース  タリアテテッレ
Tagliatelle pomododoTagliatelle pomododo

PastaPasta

￥847

￥1,738
￥1,540
￥1,078

￥715

ビナリオ営業時間 : 平日 8：00～22：00（L.O. 21：30）/土日祝 8：00～21：00（L.O. 20：30）

フルーツとジェラートの盛り合わせ

SpecialSpecialSpecial

MenuMenuMenu

SummerSummerSummer

７1/ 926/ 〈日〉〈木〉～
ビナリオ、この 夏 の 限 定メニュー

ディナータイム

17:00～22:00（L.O.21:30）［平　　日］
15:00～21:00（L.O.20:30）［土・日・祝］

Dinner Time

Food Menu
フードメニュー



2008 悠久の梅雫 Glass ￥880

丹後クラフトビール３種飲み比べセット ￥2,420

スプマンテ ブリュット メトド クラッシコ レタルゴ ￥13,200
○産 地：北イタリア ピエモンテ州
○特 徴：緑がかった淡黄色。非常に泡立ちよく持続性があります。
　　　　   フルーティでフローラルな香りがし、力強い味が特徴的です。
　　　　  ピエモンテ州南部のクオーネ県の自然保護区にある洞窟の中で
　　　　  ６０ヶ月かけて熟成させています。

Spumante Brut Metodo Classico LETARGO

ランゲ アルネイス  アリソン ￥4,995500
○産 地：北イタリア ピエモンテ州
○特 徴：緑がかった麦わら色。ジャスミン、オレンジ、りんごの香りがし、
　　　　  優しいミネラルを感じさせます。アロマチックでエレガントな口当たりりでです。

Langhe Arneis ALISON 2019

シンフォニア ￥7,150

◇受受 賞：2014年4年イタリアワイン銀賞
　　　 20120188年チューリッヒワインショー金金賞

2018年トスカーナワインショープララチナメチ ダル受賞

○産 地：南イタリア サレント地方
○特 徴：ブドウウ畑は畑は、サレンサレント地方ト では非常に珍しい７０年の歴史があります。
　　　　  非常にに濃いルビービー色。プ色。プラムやラムやリコリス、チョコレートの強い香りがし、
　　　　  パワワフルでフルで持続す持 る味覚が特徴徴的です。前菜、グリルまたは詰め物を
　　　　   した肉類、肉類、チーズ等に良く合います。　　

SSinfonia 2015

バルバレスコ  ストーリア ￥8,250
○産 地：北イタリア ピエモンテ州
○特 徴：澄んだガーネットの赤色。スミレやイヌバラの香りがし、徐 に々
　　　　   スパイシーなミントが感じられます。口当たりはしっかりしていて優しい
　　　　   タンニンが感じられます。

Barbaresco Storia 202017

梅酒
○特 徴：12年熟成させたヴィンテージ日本酒をベースに
　　　　   和歌山県みなべ町産の南高梅だけを使用。梅の香りがが
　　　　   鼻腔全体にひろがりつつ、日本酒仕込み特有の
　　　　   柔らかい甘酸っぱさの梅酒に仕上がっています。

IPA
○特 徴：IPAはクラフトビールの中でも近年人気となりつつある
　　　　   ジャンルです。ホップと麦芽を大量に入れることで
　　　　   非常に苦みの強い味わいになります。
　　　　   あと味は、ホップの香りが口の中に広がります。

マイスター
○特 徴：副原料で丹後産コシヒカリを使用。
　　　　   まろやかですっきりクリアな味わいが特徴で、
　　　　   ぜひ「最初の一杯」として飲んで頂きたいクラララフトビフトビフトビールででですす。
　　　　   「米(マイ)スター」は丹後王国オリジナルルネルネーミンーミンンググですグです。

ヴァイツェン
○特 徴：小麦麦芽を使用した、さわやかな口当たりで、
　　　　   バナナのようなフルーティな香りが特徴の白ビールです。
　　　　   苦みがほぼなく、ビールが苦手な女性にも非常に好評な
　　　　   飲みやすいビールに仕上がっております。

YEBISU

Moretti

Spumante

Vino Rosso

Vino Bianco

エビス生ビール

イタリアンビールモレッティ

スパークリングワイン

赤ワイン

白ワイン

Alcolici | アルコール類

Mimosa

Bellini

Campari soda

Campari orange

Aperol soda

Cassis Orange

Cassis soda

Cassis Beer

Peach Beer

Diesel Beer

オレンジとスパークリングワインのカクテル

ピーチとスパークリングワインのカクテル

カンパリソーダ

カンパリオレンジ

アペロールソーダ

カシスオレンジ

カシスソーダ

カシスビール

ピーチビール

ディーゼルビール

Cocktail | カクテル

Yoga succo di pera 

Yoga succo di pesca

Yoga succo di albicocca

Yoga succo di banana

Yoga succo di ACE

Yoga succo di pesca e mango

ginger ale

イタリア産洋梨ジュース

イタリア産ピーチジュース

イタリア産アプリコットジュース

イタリア産バナナジュース

イタリア産ビタミンACEジュース

イタリア産ピーチとマンゴーのジュース

ジンジャーエール

Analcolici | ソフトドリンク

●表示価格は、消費税を含む税込表示です。

Special Drink Menu
スペシャルドリンクメニュー

Free Drink Menu
¥2,750（飲み放題・時間無制限）


