夜

の

ニワ

DINNER MENU
SHIRONONIWA EBISU, TOK YO

広尾の魚介フレンチ 「ビストロ シロ. 」 をルーツに
魚介をふんだんに盛り込 んだ軽やかなシーフードイタリアン。
緑いっぱいの開放的なテラス席と広々とした店内で楽しむ、
毎朝作り上げる自家製の生パスタと、生地にこだわった窯焼きピッツァ。
シェフこだわりのソースや香ばしい小麦の香りが広がります。
空と、植物と、ワインと美味しいものに身を委ねる。
恵比寿の楽園

シロノニワ. のこだわり
シロノニワのピッツァとパスタは自家製。
毎朝店内にて作り上げる、できたての美味しさをお届けいたします。

ピッツァのこだわり
ピッツァ生地は、練り上げた後、天然酵 母で発酵させ、一枚一枚、ピザ窯でじっくり丁寧に焼き上げます。
小麦本来の風 味と香りをお 楽しみください。

パスタのこだわり
パスタ生地は、真空の状 態で練り上げたコシの強い生地を独自の方法で寝かせることで
モチモチ食感の生パスタに。ソースに絡めて、お召し上がりください。

Appetizer

アペロ する？

軽 い前 菜とお 酒 で楽しむ、
会 話 が 弾むアペリティフしませんか？

Carpaccio of today's fresh fish

本日鮮 魚のカルパッチョ

1,210

..................................................................................

Pickled Spicy Octopus and Cucumber

タコと胡 瓜のシビレルピクルス .......................................................................... 660
Smoked Cured Swordfish Ham with Balsamic Stewed Japanese Prickly Ash

.......................................

880

.................................................................

480

カジキの 燻 製 生ハム 実山 椒のバル サミコ煮 添え
Zeppollini with Aosa Seaweed and Sakura Shrimp

あおさ海 苔と桜エビのゼッポリーニ

Salad

畑 の恵み
Three kinds of freshly cured ham

Simple Salad with Crunchy Lettuce and Salted Kelp

擦り立て生ハム３種 盛 合 せ ............................................................................... 1,430

シャキシャキレタスと塩 昆 布のシンプルなサラダ

Prosciutto from Parma

880

Mushroom Salad with Kabosu Pepper Dressing

.......................................................................................

660

舟 形マッシュル ームのサラダ

...................................................................................................

660

ハ ニーマスタードでグリルした
ノルウェーサー モンとカーリーケールのシーザーサラダ

パルマ産プロシュート
Guanciale

グアンチャーレ

.......................................

カボ ス胡 椒のドレッシング ...................................

1,100

Caesar Salad with Mustard Grilled Norwegian Salmon

.........................

1,320

Milanese Salami

ミラノサラミ ............................................................................................................ 550

Frit

Burrata with Seasonal Fruit

季 節の 果 実とブッラータ

...............................................................................

1,540

衣 とオイル

Olive Fritters Stuffed with Prosciutto

プロシュートを詰めたオリーブのフリット

.....................................................

440

Ise-Shima seaweed shio potato chips

...........................................................

660

...............................................................

770

伊 勢志 摩 産の海 苔しおポテトチップス

Oven Baked Vegetables of the Day with Freshly Shaved Cheese

その日の野 菜のおつまみオーブン 焼き 削り立てチーズで

.......................

800

Fritto of Yari Squid and Seasonal Vegetables

ヤリイカと季 節 野 菜のフリット

Stewed beef tripe in white wine

白ワインでコトコト煮 込 んだもつ 煮 込み .......................................................... 990

Fried white shrimp fritters with white truffle salt

........................................................................
白エビのかき揚げ 風 白トリュフ塩で
1,100

Main dish

本日 の主役

Fresh! Steamed shellfish in a pot

新 鮮！貝 類の蒸し鍋

.................................................................

+ 550

M

1,980

L

3,600

〆の自家 製 生パスタ

Grilled whole squid with liver and anchov y lemon butter sauce

.........................

1,540

..........................................................

2,750

...................................................................................

2,860

イカの丸ごとグリル 肝とアンチョビレモンバターソース

Limited quantity! Aquapazza with today's fresh fish

数 量 限 定！本日鮮魚のアクアパッツァ

Beef Ribeye Steak

牛リブロースのステーキ

Herb-scented Porchetta with Matsusaka Pork

松 阪ポークのハーブが 香るポルケッタ

.........................................................

1,980

小麦 ソース

Pasta and Pizza

と

Pasta

Pizza

パスタ

ピッツァ

Pasta with homemade sea chicken and Sicilian tomatoes in oil sauce

自家 製シーチキンとシチリアトマトのオイルソース パスタ

Pizza Pescatore filled with the flavor of seafood

......................

1,210

..............................................

1,650

Boiled whitebaite and Wasabi Greens with Raw Seaweed Cream Pizza

Pasta with squid and mentaiko sauce

イカのB L A C K パスタ 明 太子のソース

.........................................................

1,430

......................................

1,430

...................................................

1,540

......................................................................................

1,320

.................................................................

1,540

釜 揚げシラスと山 葵 菜の生 海 苔クリームピッツァ
Cured Swordfish Ham and Farmhouse Arugula Pizza

Carbonara with Raw Undan

生 雲丹 の贅 沢 カル ボナーラ

海 の幸の旨 味たっぷりピッツァペスカトーレ

..............................................................................

1,980

Slow-cooked beef shank bolognese

じっくり煮 込 んだ牛スネ肉のボロネー ゼ

トロカジキの生ハムと農 園 ルッコラのピザ

Pizza Margherita

......................................................

1,430

ピッツァ マルゲリータ
Four Cheese Quattro Formaggi

4 種チーズのクワトロフォルマッジ

甘い 誘 惑

Dessert

デザート
Gateau Chocolat and Vanilla Ice Cream

ガトーショコラとバニラアイス

........................................................................

770

Cheesecake with berry sauce

...............................................................

770

.................................................................................................

880

ベリーソースで 食 べるチーズケーキ
Tiramisu Parfait

ティラミス パフェ

Special Gelato and Seasonal Fruit

こだわりジェラートと季 節の 果 実

..................................................................

660

食物アレルギーまたはその他食材のお取り除きをご希望されるお客様へ
左記QRコードより「特定食材の除去に関するポリシー」を
ご確認いただきまして、
弊社の安全に関するお願いにご了承
いただけましたらスタッフへご希望をお申し付けください。
(Language：日本語・English・中文)
コードが読み取れないお客様はスタッフまでお声がけください。

[Policy of the removal of specified ingredient]
Customers with food allergies are keen on removing
specific ingredients.Please check for our"Policy of the
removal of specified ingredient" which is written on
our website.
You can connect our website by scanning this QR code.

【關於去除特定食物的政策】
有食 物 過敏 的 顧客 與 其他希望能去
除 某 項 原 料 的 顧 客，請 掃 描
QRCode，並 參 閱 我 司 的 官 網 上 的
「關於去除特定食物的政策」。

