
Food Menu
Cucina Italiana



トスカーナポテトフライ
Potate fritto alla Toscana

550…………………………………

ぷりぷり海老のアヒージョ
680Juicy shrimp …………………

砂肝とマッシュルームの
アヒージョ

680Gizzard and Mashroom……

タコときたあかりポテトの
アヒージョ

680Octopus and Kitaakari potato

焼きカマンベールと
トマトのアヒージョ

680
Tomato and Grilled Camembert cheese 

……………………………………

アヒージョ

Ajillo

フリット

Fritto

きのことベーコン・ほうれん草のサラダ
780…………………………Salads of fungi, bacon and spinaci

イタリアンミモザサラダ ブラッドオレンジドレッシング
780……Italian mimosa salad with blood orange dressing

ロメインレタスと温泉卵のホットシーザ―サラダ
800…Hot Caesar salad of lattuga romana and soft boiled egg

国産鶏のからあげ
Home grown chicken fritto

780…………………………………

Herb and salt

Japanese pepper salt

White tartufo salt

・ ハーブソルト
・ 山椒塩
・ 白トリュフ塩

A n t i p a s t アンティパスト

焼きカチョカヴァロチーズ！！
Baked Caciocavallo 1,200

濃厚でミルキーなチーズ「カチョカヴァロ」を
こんがりと焼きました。焦げた表面の香ばしさと
ミルキーな風味が味わえます。
ワインのおともにぜひ！

フォカッチャ
250

バルバラ名物！
Specialty

カチョカヴァロと
ご一緒に！ 

オリーブ盛り合わせ

680
Assorted olive

ズワイガニのアボカドディップと
トルティーヤ

680
Tortilla and  Avocado dip 
with Snow crab

蟹みそトマトクリームの
おつまみニョッキ

680
Gnocchi with Crab butter
Tomato cream

タコとしゃきしゃき野菜の
カルパッチョ

800
Carpaccio of fresh vegetables 
and octopus

イタリア産プロシュート

680
Prosciutto crudo

2品盛り合わせ
3品盛り合わせ

780
980

…………
…………

アンティパストミスト
Antipasto misto

ミラノサラミ

680
Salame di Milano

イタリア産プロシュート ＆
ミラノサラミ盛り合わせ

890
Prosciutto crudo and 
Salame di Milano

温泉卵といろいろなお野菜の
カポナータ

550
Various vegetables caponata 
with soft boiled egg

ピリ辛ソーセージのグリル

520
Grilled spicy Sausage 

自家製トマトジャムと
モッツァレラチーズのカプレーゼ

800
Capres  
- Mozzarella cheese and Tomato jam -

出来たてポップコーン 
～ チーズ ＆ ペッパー ～

300
Popcorn fresh out of the oven
- Cheese and pepper -

Comincia
mo!

迷ったら、まずはこれ！

フォカッチャ
250Focaccia

Focaccia

アヒージョとご一緒に！ （（（ ）））

A j i l l o  &  Fr i t t o アヒージョ & フリット

S a l a d イタリアンサラダ

価格はすべて税抜表示です



P i z z a ローマ風のクリスピーな窯焼きピッツァ

Margherita
ピッツァマルゲリータ

トマトソース・バジル・
モッツァレッラ

S : 630 / R : 1,180

Diavolo with salame di milano and spicy chorizo
ミラノサラミとチョリソーの辛いディアボラ

トマトソース・ミラノサラミ・チョリソー・青唐辛子・
ミックスチーズ・グラナチーズ

S : 740 / R : 1,250

照り焼きチキンと茄子のピッツァ

鶏もも・茄子・
照り焼きソース

S : 740 / R : 1,250

Teriyaki chicken and Eggplant

ピッツァ マリナーラ

トマトソース・オレガノ・ガーリックオイル・
プチトマト・グラナチーズ

S : 630 / R : 1,180

Marinara

イタリア産プロシュートとグラナチーズとルッコラ

パルマプロシュート・グラナチーズ・
モッツァレラ・ルッコラ

S : 800 / R : 1,450

Prosciutto crudo, grana and rucola

きのことベーコン・半熟卵のビスマルク

ベーコン・きのこ・温泉卵・
ミックスチーズ・グラナチーズ

S : 740 / R : 1,250

Bismarck with fungi and bacon

Smoked salmon and Spinach
スモークサーモンとほうれん草のピッツァ

スモークサーモン・
ほうれん草

S : 740 / R : 1,250

ミートコンボピッツァ

ベーコン・サラミ・ソーセージ・
マッシュルーム・ミートソース

S : 800 / R : 1,450

Meat Combo

小海老とアボカド・ズワイガニのマヨピッツァ

海老・アボカド・かに・
マヨネーズ

S : 780 / R : 1,350

Shrimp, Avocado, and Crab

ほくほくポテトとベーコンのバジルピッツァ

きたあかり・ベーコン・モッツァレラ・
バジル・ジェノベーゼ

S : 720 / R : 1,200

Potato and bacon with Basil source 

りんごとはちみつのピッツァ
バニラアイスのせ

りんご・はちみつ・シナモン・バニラアイス

S : 800 / R : 1,300

Apple and honey with Vanilla Icecream

4種のチーズのクアトロフォルマッジ

ミックスチーズ・モッツァレラ・ゴルゴンダイス・
グラナチーズ・はちみつ

S : 800 / R : 1,450

Quattro formaggi

価格はすべて税抜表示です



当 店 のカ ル ボナーラには 、
活 力 の ある若 鶏 が 生 む 、
弾 力 の ある黄 身 が 特 徴 の

「 秋 田 あ か たまご 」を
使 用しています

P a s t a イタリアン食堂オリジナルの茹で上げパスタ

Cream sauce with mash room 
and seasoned cod roe

きのこと明太子の
クリームソース

980

空豆のゴルゴンゾーラ
クリームペンネ
Cream penne with Gorgonzola 
and fava bean 1,250

サーモンとアボカドの
レモンクリームフェットチーネ
Cream fettuccine with aroma di limone 
with Salmon and avocado 1,080

３種の貝のボンゴレビアンコ
（あさり、はまぐり、ムール貝）
Frutti di mar Bianco
(Vongole, Molluschi and Cozze)

タコときたあかりポテトの
ジェノベーゼ
Genovese with Octopus and 
Kitaakari potato

Cacio e pepe 
- cheese pasta from Roma-

カチョエペペ
－ローマ名物のチーズパスタ－

950
たっぷりきのこと小海老の
レモンペペロンチーノ
Peperoncino all'aroma di limone with plentiful
mash room and tiny shrimp 1,000

1,100

1,200

トマトソース
Tomato sauce

ミートソース
Meat sauce

クリームソース
Cream sauce

オリーブオイル
Olive  oil base

きたあかりポテトと明太子の
カルボナーラ
Carbonara with Kitaakari potato
and Spicy pollack Roe 980

Carbonara with Various mushrooms
いろいろきのこのカルボナーラ

1,100
小海老とアボカドのカルボナーラ
Carbonara with Shrimp and Avocado

1,200

カルボナーラ
Carbonara 

パスタ
大盛りは

+ 300yen

Pomodoro di Barbara originale
バルバラ自慢のこだわりポモドーロ

950

1,300

丸ごとカニのビスク仕立て
フェットチーネ
Fettuccine with Bisque of 
whole crab

1,250

３種の貝のボンゴレロッソ
（あさり、はまぐり、ムール貝）
Frutti di mare Rosso
(Vongole, Molluschi and Cozze)

1,250

チョリソーと青唐辛子の
怒りん坊のペンネアラビアータ
Penne arrabiata with 
chorizo  and green chili

Barbara  Bolognese of beef 
with vino Rosso

バルバラ風 赤ワインたっぷり
牛肉のボロネーゼ

980

1,200

茄子とレンコンのボロネーゼ
ごぼうフリット添え
Bolognese with eggplant, lotus 
and fritto of burdock 

1,100

たっぷりきのこのボロネーゼ
グラナチーズがけ
Bolognese with plentiful mash room 
and grana cheese on top

Recommendation !

イタリアン食堂 おすすめメニュー

+ 100yenでフェットチーネに変更できます

バルバラ自慢のこだわりポモドーロ

950Pomodoro di Barbara originale

価格はすべて税抜表示です



Bon A
ppeti

t !

…………………………………………………………1,600…

…………………………………………………………………

価格はすべて税抜表示です

M a i n イタリアン メインデッシュ

O m e le t te  &  G r a t i n  オムレツ ＆ グラタン

お野菜のトマト煮込みソースのオムレツ

バルバラ自慢のボロネーゼソースのオムレツ

イタリア産生ハムをたっぷりのせたオムレツ

きたあかりニョッキとボロネーゼのグラタン

米茄子とモッツァレラのパルマ風グラタン

780

880

900

……

……………………

………………………………

880

880

……

………

Caponata with stewing tomato sauce Omelette

Barbara Bolognese sauce Omelette

Prosciutto crudo Omelette

Kitaakari potato gnocchi and bolognase gratin

Black beauty and mozzarella alla parmigiana

国産牛ほほ肉のブラザード(赤ワイン煮込み）
2,200Brasato di Guancia of home grown beef

バルバラ風 イタリアンチーズハンバーグ ～ラクレットチーズ～
Italian cheese hamburg steak, Barbara style -Raclette cheese -

グラタンGratin

オムレツOmelette

牛サーロインのタリアータ
1,900Tagliata di Controfiletto of beef

イタリアン食堂のメインは
シンプルに焼き上げたステーキや

贅沢にチーズを使って仕上げたハンバーグ。
今日のお食事を「ちょっと贅沢な気分に」



バニラソフトとベリーのグラスパフェ
500Glass Parfait with soft-serve Vanilla ice cream and Mix berry ……

チョコソフトとティラミスのグラスパフェ
500Glass Parfait with soft-serve Chocolate ice cream and Tiramisu …

ティラミス
550Tiramisu ………………………………………

焼きパンナコッタ
550Baked panna cotta …………………………

シンプルバニラソフト
300Soft-serve Vanilla ice cream …………

シンプルチョコソフト
300Soft-serve Chocolate ice cream ……

価格はすべて税抜表示です

D o lc e デザート

Hot Coffee

Iced Coffee

Ginger ale / Sweet or dry

Coca Cola

Tonic Water

ferrarelle / Sparkilng Water

Blood Orange Juice

Orange Juice

Grapefruit Juice

Apple Juice

Oolong tea 

ホットコーヒー

アイスコーヒー

500

500

ブラッドオレンジジュース

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

烏龍茶

600

500

500

500

500

………………

………………

……………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

ジンジャエール 甘口・辛口

コカコーラ

トニックウォーター

フェッラレーレ スパークリングウォーター（750ml）

500

500

500

650

……………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………

Earl Grey

Darjeeling

アールグレイ[HOT]

ダージリン[HOT]

500

500

………

…………

Iced tea

Jasmine tea

アイスティー

ジャスミンティー[HOT]

500

500

……………………

……

Flavored tea
フレーバーティー[HOT] 500……

ソフトドリンクSoft Drink

コーヒーCoffee 紅茶Tea

C a f e  m e n u カフェメニュー

グラスパフェ 焼きパンナコッタ

ティラミス

INSTAGRAM
#barbaramarket

WEB-SITE
www.barbara-mp.com
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