
MENU



シロノニワ自慢の魚介のメインディッシュと、毎日練り上げる自家製麺のパスタ。 ２つの魅力をぎゅっと一皿に凝縮してお楽しみいただけます。

LUNCH MENU

MAIN

PIATTO UNICO ピアットウニコ

2,400

2,600

2,800

「 魚介もパスタも 」   メインディッシュとパスタのワンプレート

お好きなメインディッシュをお選びください お好きなパスタが組み合わせ出来ますPASTA

MAIN PASTA

焼き立てパンビュッフェ

ドリンクビュッフェ

 11:00-15:00

すべてのランチメニューに付きます！

+ SOUP 季節のポタージュ
が付きます

“海老のカダイフ包み揚げ”

ピアットウニコ

“エピス香るマグロ頬肉のグリル”

ピアットウニコ

Piatto Unico of Deep-fried prawns wrapped in kadaif

“帆立貝のグラタン カステルフランコと三浦ハーブのサラダ仕立て”

ピアットウニコ

Piatto Unico of Scallops au gratin with Castelfranco and Miura herb salad

Piatto Unico of Gril led Tuna Cheeks with Epis

水タコのグリルとオリーブ、

ブロッコリーのジェノベーゼパスタ

スモークサーモンとブラウンマッシュルームの

クリームパスタ 柚子の香り

じっくり煮込んだ国産牛の

ボロネーゼパスタ 自家製リコッタチーズを散りばめて

Gril led Octopus, Olives, Broccoli and Genovese Pasta

Smoke Salmon and
Brown Mushroom Cream Pasta with Yuzu

Bolognese pasta with slow-cooked beef,
sprinkled with homemade ricotta cheese 



毎日店内で練り上げる

コシのあるモチモチ食感の

自家製生パスタ

広尾の魚介専門ビストロ　

「ビストロシロ」のシェフ監修の

メインディッシュ

「 自家製生パスタ 」

「 魚介のメインディッシュ 」

PASTA

サルシッチャと半熟卵、根菜のカルボナーラパスタ

水タコのグリルとオリーブ、ブロッコリーのジェノベーゼパスタ

スモークサーモンとブラウンマッシュルームのクリームパスタ 柚子の香り

じっくり煮込んだ国産牛のボロネーゼパスタ

香住蟹と海老の旨味たっぷり！アメリケーヌソースパスタ

Carbonara pasta with salsiccia, half-boiled egg, and root vegetables

Genovese pasta with gri l led octopus, olives, and broccoli

Smoke Salmon and Brown Mushroom Cream Pasta with Yuzu

Bolognese pasta with slow-cooked beef, sprinkled with homemade ricotta cheese

Pasta with crab and shrimp Pasta with Americain Sauce 

1,500

1,800

1,800

1,800

2,000

MAIN 帆立貝のグラタン　カステルフランコと三浦ハーブのサラダ仕立て

海老のカダイフ包み揚げ ケールとザクロの甘酸っぱいラペを添えて アメリケーヌソース

エピス香る マグロ頬肉のグリル 三浦野菜と燻製ポテトピューレ バルサミコソース

Scallops au gratin with Castelfranco and Miura herb salad

Deep-fried prawns wrapped in kadaif [ Kale and Pomegranate with Sweet and Sour Rapé in Americain Sauce ]

Gril led Tuna Cheeks with Epis [ Miura Vegetables and Smoked Potato Puree with Balsamic Sauce ]

1,800

2,100

2,300

KIDS LUNCH 980
Children's Lunch Plate

お子様ランチプレート

Gateau chocolat

ガトーショコラ
Baked Cheesecake

ベイクドチーズケーキ
Speciality Gelato

こだわりジェラート

SALAD SET サラダセット + 220

DESSERT SET デザートセット + 330

自家製リコッタチーズを散りばめて



Coffee Earl Grey Tea

Orange Juice

オレンジジュース

Grapefruit Juice Juice

グレープフルーツジュース

Apple Juice

アップルジュース

コーヒー [ HOT / ICE ] アールグレイティー [ HOT / ICE ]

DESSERT MENU

[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」。

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。

Gateau Chocolat and Vanilla Ice Cream

Cheesecake with berry sauce

ガトーショコラとバニラアイス

ベリーソースで食べるチーズケーキ

770

770

セットドリンク + 330SET DRINK

ティラミス

こだわりジェラートと季節の果実

Tiramisu

Special Gelato and Seasonal Fruit

880

660

価格は税込表記です


