
パスタランチ

[サラダ＋ スープ＋パン]

Today’s Pasta Lunch

���

大盛り

＋���
Large Size

マルゲリータ ���

水牛モッツァレラのマルゲリータ ����

ロマーナ ����

バンビーノ ����

アメリカーナ ����

マチェライオ リモーネ ����

水牛モッツァレラの ����
マルゲリータビアンカ

[ トマトソース・モッツァレラチーズ・バジル・グラナパダーノ]

[ トマトソース・水牛モッツァレラチーズ・バジル・グラナパダーノ]

[ トマトソース・モッツァレラチーズ・アンチョビ・ミニトマト

[ トマトソース・モッツァレラチーズ・コーン

[ トマトソース・モッツァレラチーズ・ポテトフライ

[トマトソース・グラナパダーノ・モッツァレラチーズ

[モッツァレラチーズ・ 水牛モッツァレラチーズ・バジル

  オレガノ・ニンニク・バジル・グラナパダーノ]

 オレガノ・ニンニク・玉ネギ・ツナ・バジル・グラナパダーノ]

 ミモレット・ケチャップ]

 ベーコン・サルシッチャ・サラミ・玉ねぎ]

  ミニトマト・グラナパダーノ]

Margherita

Margherita w/ Buffalo mozzarella

Romana

Bambino

Americana

Macherio Remone

Margherita Bianca w/ Buffalo mozzarella

[モッツァレラチーズ・ 燻製モッツァレラチーズ・グラナパダーノ

[モッツァレラチーズ・ゴルゴンゾーラ

[モッツァレラチーズ・ンドゥイヤ・鶏肉

[ トマトソース・モッツァレラチーズ・ナポリサラミ・オレガノ]

[ モッツァレラチーズ・バジル・キノコ

[モッツァレラチーズ・燻製モッツァレラチーズ

[ 海老・トレビス・プチトマト・ジェノベーゼ

 水牛モッツァレラチーズ・滋賀野菜]

 タレッジョ・リコッタチーズ・グラナパダーノ]

  ピカンテサラミ・ミニトマト・グラナパダーノ]

　

  モルタデッラ・卵・グラナパダーノズ]

  グラナパダーノ・ルッコラ・生ハム]

  グラナパダーノ・モッツァレラチーズ ]

ピッツァアイドリック ����

クアトロフォルマッジ ����

ディアボラ ����

サラーメ ����

ビスマルクビアンカ ����

プロシュートルッコラ ����

海老とトレビス ジェノベーゼ ����

Pizza Idyllic

Quattro Formaggi

Diabola

Salame

Bismarc Bianca

Prosiute Ruccola

Shrimp & Trevis Genovese

ピッツァランチ
idyllic Pizza Lunch

薪窯で焼いた本格ナポリピッツァ。
ディナーメニューにて写真でお選びいただけます。

＋����       サ ラ ダ ＆ ス ープ セ ッ ト

��������� ������������� ������������ ����������

オレンジジュース

グレープフルーツ

アップルジュース

ジンジャーエール

ハーフ生ビール ���

ハーフグラスワイン ���

スパークリングワイン ���

(ハートランド)

(赤・白)

コーヒー 

紅茶

ウーロン茶

コカ・コーラ

Orange Juice

Grape Fruits Juice

Apple Juice

Ginger Ale

Harf Draft Beer

Harf Glass Wine

Sparkling Wine

Coffee -hot or ice-

Tea -hot or ice-

Oolong Tea

Coca-Cola

�������� ��������

オレンジジュース

グレープフルーツ

アップルジュース

コーラ

ジンジャーエール

ウーロン茶

Orange Juice

Grape Fruits Juice

Apple Juice

Coca-Cola

Ginger Ale

Oolong Tea

��������

表記価格はすべて税込です

��������������
��
������������� Holiday

＋����       サ ラ ダ ＆ ス ープ セ ッ ト

＋����       パ ン  o r  ラ イス

セットアップランチ
Set up Lunch

ディナーメニューから一皿お選びいただき、
＋150円でサラダとスープのセットに！

ディナーメニューを参照ください。

おかわり OK !

ホリデー限定！

エンゼルフードケーキ ハーフ
バニラキャラメル or ショコラ
Angel Food Cake Half 
Vannila Caramel or Chocola 

idyllicサラダボードランチ

[ サラダプレート+スープ+パン ]

idyllic Salad Board Lunch

����



������������������

Weekday
��	�������	��

idyllic 公式LINEアカウント



大盛り

＋���
Large Size

ピッツァランチ
idyllic Pizza Lunch

薪窯で焼いた本格ナポリピッツァ。
サラダスープセットが付けられます。

＋����       サ ラ ダ ＆ ス ープ セ ッ ト

マルゲリータ ���

[ トマトソース・モッツァレラチーズ・バジル
 グラナパダーノ]

Margherita

������������������ ������������
�����

ロマーナ ����

[ トマトソース・モッツァレラチーズ・アンチョビ
  ミニトマト・オレガノ・ニンニク・バジル・グラナパダーノ]

Romana

[モッツァレラチーズ・バジル・キノコ ・モルタデッラ

ビスマルクビアンカ ����
Bismarc Bianca

アメリカーナ ����

[ トマトソース・モッツァレラチーズ・ポテトフライ
 ミモレット・ケチャップ]

Americana

バンビーノ ����

[ トマトソース・モッツァレラチーズ・コーン
 オレガノ・ニンニク・玉ネギ・ツナ・バジル・グラナパダーノ]

 卵・グラナパダーノ]

Bambino

海老とトレビス ジェノベーゼ ����

[ 海老・トレビス・プチトマト・ジェノベーゼ
  グラナパダーノ・モッツァレラチーズ ]

Shrimp & Trevis Genovese

  ナポリサラミ・オレガノ]

ディアボラ ����

[モッツァレラチーズ・ンドゥイヤ・鶏肉
  ピカンテサラミ・ミニトマト・グラナパダーノ]

Diabola

サラーメ ����

[ トマトソース・モッツァレラチーズ
Salame

水牛モッツァレラの ����
マルゲリータビアンカ

[モッツァレラチーズ・ 水牛モッツァレラチーズ・バジル
 ミニトマト・グラナパダーノ]

Margherita Bianca w/ Buffalo mozzarella

プロシュートルッコラ ����

[モッツァレラチーズ・燻製モッツァレラチーズ
  グラナパダーノ・ルッコラ・生ハム]

Prosiute Ruccola

マチェライオ リモーネ ����

[ トマトソース・グラナパダーノ・モッツァレラチーズ
 ベーコン・サルシッチャ・サラミ・玉ねぎ]

Macherio Remone

水牛モッツァレラの ����
マルゲリータ
[ トマトソース・水牛モッツァレラチーズ・バジル・グラナパダーノ]
Margherita w/ Buffalo mozzarella

表記価格はすべて税込です

本日のプレートランチ

[ スープ＋パン or ライス]

Today’s Plate Lunch

����

パスタランチ

[サラダ＋ スープ＋パン]

Today’s Pasta Lunch

���

パ ン、もしくはライスが付いています。
おかわり OKです！

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
 タレッジョ・リコッタチーズ・グラナパダーノ]

Quattro Formaggi

idyllicサラダボードランチ

[ サラダプレート+スープ ]

idyllic Salad Board Lunch

����

ピッツァ フリッタ
スモークチキン

����

[ モッツァレラ・スモークチキン
  キノコ・ベシャルメ ]

Pizza Fritta Smoke Chicken

ピッツァ フリッタ
ノルマーレ

����

[ モッツァレラ・リコッタ・トマトソース
  バジル・ジェノベーゼ ]

Pizza Fritta Normale

�������������

���
��	��

������������
ハーフ生ビール ���

ハーフグラスワイン ���
(ハートランド)

(赤・白)

Harf Draft Beer

Harf Glass Wine

スパークリングワイン ���
Sparkling Wine

��������

エンゼルフードケーキ ハーフ
バニラキャラメル or ショコラ
Angel Food Cake Half 
Vannila Caramel or Chocola 

Recommends!

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

アップルジュース

コーヒー [hot or ice]

紅茶  [hot or ice]

烏龍茶

選べる5種のフルーツフレーバーシロップ
[ キウイ、クランベリー、カシス、ピーチ、グリーンアップル ]Orange Juice

Grape Fruits Juice

Apple Juice

Coffee [hot or ice]

Tea [hot or ice]

Oolong Tea

Choose 5 kind Fruits Flava
[Kiwi, Cranberry, Cassis, Peach, Green Apple]

���


