OLIVA PORTARE VIA
OLIVAのお料理をご自宅でもカンタンに美味しくお楽しみいただけます

Contorno

【惣菜】

今日のパスタサラダ

all

300

カポナータ

Antipasto

Secondi Piai

スパイシーチキンフリット・・・・・・・・ [200g] 400

若姫牛サーロインステーキ・・・・・・・・・・・2,500

フレンチフライ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ [200g] 300

ツナとキノコ、4種豆のマリネ
サラダサツマイモとカボチャのゴルゴンゾーラマリネ

ボールサラダ 〜ヴェネグレット付〜

アランチーニ 〜ライスコロッケ〜・・・・・・・[4個] 600
インボルティーニ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900
真空パック

プロシュートパック・・・・・・・・・・・・・ [60g] 1,000

Pia

サラミ盛り合わせパック・・・・・・・・・ [60g] 1,000

マルゲリータ・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000

ニンニク、オレガノ

シチリアーナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000
アンチョビ、オリーブ、ケーパー

Pasta Sauce

トマトソース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [120g] 200

サルシッチャ エ フンギ ・・・・・・・・・・・・・・ 1,100

プッタネスカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [120g] 400

サルシッチャ、マッシュルーム、
きのこ

クアトロフォルマッジ ・・・・・・・・・・・・・・・・1,400
4種のチーズ

トマトソースベース

モッツアレラベース

卵を加えて
!
カルボナーラに

Pasta

ラザニア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850
牛タンラグー Mixショートパスタ・・・・・・・・・1,200

スペイン産ガリシア栗豚のロースト・・・・1,800

Dolce

バニラシフォンケーキ キャラメルソース・・・・・400

チョコケーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550
チーズケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500

【 万 能！自 家 製 ソ ー ス と 生 パ ス タ 】 シェフ大谷が和えるだけで美味しいソースを突き詰めました！

プロシュート エ ルッコラ・・・・・・・・・・・・・1,350
モッツァレラ、
プロシュート、ルッコラ

津軽鶏のロースト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800

+ ホイップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250

モッツァレラ、バジル

マリナーラ・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800

【 ちょっと贅 沢 な お 肉 】

ジェノベーゼ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [45g] 400

なんでも
使える!

牛ひき肉、玉ねぎ、人参等のお野菜、
トマトソース

チーズクリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600
生クリーム、
グラナパダーノチーズ、ベーコン、
コンソメ
冷凍パスタ

150

[200g]

750

ニンニク、オリーブオイル、
アンチョビ、白ワイン

具入り

ニンニク、
アンチョビ、オリーブ、ケーパー、
トマトソース

ボロネーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[120g] 450

[30g]

アーリオオーリオ

カチャトーラ
これだけで

鶏もも肉、パプリカ、玉ねぎの煮込み

おつまみに!

牛タンラグー
牛タン、
キノコの赤ワイン煮

[200g]

1,000

PLUS

フェットチーネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [100g] 200
タリアテッレ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [100g] 200

【 OLIVAの自家製ソース】
茹でたパスタに和えるだけ！ご自宅で簡単にお店の味を
お楽しみいただけます｡ライスやパンとも相性バツグンです！

カチャトーラ Mixショートパスタ ・・・・・・・・・・・950

全て税抜き価格となっております。

PORTARE VIA

BEVANDA

Vino Sfuso

氷を入れるだけでご自宅でもカンタンに飲めるカクテル！

Cassis

カシスリキュール

Peach

ピー チキュール

Apricot

Cosecha Chardonnay

Sabbione Trebbiano d'Abruzzo
Tarique Classic

ソムリエが推す
デイリーワイン

オレンジ・グレープ・ウーロン

900

Collezione Pinot Grigio

おすすめは炭酸かトニックでシンプルに
ハイビスカスローズヒップ

Miracolo Rosso

1,200

ハートランド［小瓶］

450

1,500

1,500

ヴィーニャ アナ シラー

ファレスコ ウンブリア ロッソ

1,900

Cantine Lavorata Nero d'Avora

カンティーネ ラヴォラータ ネロダーヴォラ

1,900

［イタリア／ネロダーヴォラ］口当たりの軽い、
魚介料理とも合わせられる南イタリアワイン

ボトルワイン

Ortonese Trebbiano d`Abruzzo オルトネーゼ トレビアーノ ダブルッツォ 2,600

［アブルッツォ／トレビアーノ］ドライで凝縮感ある果実味が特徴的。
美味しいです。

Brigaldara Soave ブリガルダーラ ソアヴェ

3,500

［ヴェネト／ガルガーネガ ］トロピカルな香りと青みを帯びたフレッシュハーブのニュアンス。

Salvalai Pinot Noir

ROSSO

Beer
全て税抜き価格となっております。

ミラーコロ ロッソ

Altro Vino

ビタミ
たっぷ ン
り！

BIANCO

見た目にもキレイな赤い甘酸っぱいシロップ

1,800

［アブルッツォ／モンテプルチャーノ主体］飲みやすく心地よい卓越したデイリーワイン

Falesco Umbria Rosso

ジンジャー

HEATLAND

コレッツィオーネ ピノグリージョ

［フリウリ／ピノグリージョ］味わい柔らかく、
絶妙な苦みで締める、
とても馴染みやすい白です。

［イタリア／メルロー］角の取れたタンニンと果実味の丸みある赤

ROSSO

レモネード

Hibiscus Rose Hip

1,800

［スペイン／シラー］柔らかい果実味とタンニンの調和のとれたテーブルワイン

炭酸はもちろん、お湯で割っても美味しい！

Ginger

タリケ クラシック

1,500

サッビオーネ モンテプルチアーノ ダブルッツォ
［イタリア／モンテプルチアーノ］昼飲みにも対応できるほどバランスの良い赤

自家製シロップはお好みの飲み物を合わせてお楽しみください！

Lemonade

サッビオーネ トレッビアーノ

Sabbione Montepulciano d'Abruzzo

[ 300ml ] All

1,500

［フランス／ユニブラン主体］花や柑橘、
トロピカルフルーツの香り。
フレッシュ＆フルーティー

Vina Ana Syrah

Sciroppo

コセッチャ シャルドネ

ご用意しています!

［アブルッツォ／トレッビアーノ］お料理やシーンを選ばず飲めるスタンダートワイン

あんずキュール

割り物をお選びください

1,200

［チリ／シャルドネ］すっきり、
爽やかな飲み口の良い白

BIANCO

900

ソムリエセレクトワインも

Miracolo Bianco

イタリアのドリンク量り売り「スフーゾ」スタイル
2回目以降、OLIVAボトル持参で300円引き！

[ 300ml ] All

デイリーのオススメや

ソムリエが推す
ミラーコロ ビアンコ
デイリーワイン ［アブルッツォ／シャルドネ主体］果実味のある香りとフレッシュな味わい

Sfuso Bottle 300 off

Cocktail

[ 500ml ]

サルバライ ピノノワール

2,600

［ヴェネト／ピノノワール］花のような華やかな香り、
口に含むとリッチな味わいが楽しめます

Vinosia Taurasi

ヴィノジア タウラジ

4,200

［カンパーニャ／アリアニコ］豊かな香りと味わいで、
滑らかなタンニンの野性味も感じるフルボディ

