
   

 

 

                La Cuoca propone – シェフのおすすめ料理 

 

         Le Insalate（サラダ） 

      シシリア風サラダ-   トリノ風サラダ-  カプリ島風サラダ 

 

       
 Our home made pasta served with fresh tomato sauce 

次のホームメイドパスタ３種から選んでいただけるトマトソース仕立て 

Ravioli ラビオリ  -  Lasagne ラザーニャ  -  Tagliatelle タッリアテッレ（細平

麵） 

       
Le nostre specialità (厳選の一品) 

- La parmigiana  （パルメジャーナ） 
ナス, トマトソース, パルメザンチーズのグラタン 
 
- L’arrosto contadino di maiale al vino bianco  （アロスト コンタディーノ） 
ジューシーな農場焼豚肉の白ワインソース仕立て 
                        
- Roast beef ai funghi  （ローストビーフ アイ フンギ） 

農場牛肉のローストビーフときのこソース ローズマリー風味のポテト添え      
 
       

I dolci della cuoca（シェフの自家製デザート） 

                  
当店の値段はミャンマーチャット（税抜き）で表示いたしております。 

  



   

 

 

-ANTIPASTI- 前菜 

 
Bruschetta al pomodoro                5’800

トマトのブルスケッタ : フレッシュトマト、バジリコ、ガーリックとオリーブオイルのトースト 
 
Crostini Fiorentini                 6’200 

フィレンツェ風トースト : 鶏のレバークリームトースト 
 
Bollito in salsa verde                8’800 
ボリートのグリーンソース : 煮込み牛肉のグリーンソース (パセリ、バジリコ) 
 
Agliata algherese                  6’800 
サルデニア島アルゲロ風アリアータ : 鰻又は魚（煮込み）のバルサミコ酢とガーリックトマトソース 

 
Scampi alla griglia                 9’800 

スカンピ アラ グリリア: 焼天然川海老のガーリック、バジリコ、ライム風味 
 
Antipasto italiano                 6’600 

アンティパスト イタリアーノ : 焼ナス、焼トマト、焼ピーマンのガーリックパン添え 

 

 

-MINESTRE – スープ 

Minestrone                  5’400 

ミネストローネ : 自家菜園のフレッシュ野菜スープ 
 
Lenticchie                  5’400 
レンティッチェ : タイムハーブ風味のレンズ豆スープ 

 
Vellutata di zucca                 5’400 
ベルッタータ ディ ズッカ: かぼちゃとホイップクリームのポタージュ 
 

 

 

当店の値段はミャンマーチャット（税抜き）で表示いたしております。 

 



   

 

 

 

-INSALATE- サラダ 

Insalata verde     od   ai  pomodori     5’400  
グリーンサラダ : パリパリレタスのサラダ ガーリックパン又はトマトサラダ付き 
 
Insalata mista                     6’200 

ミックスサラダ : パリパリレタス、自家製旬野菜のサラダ ガーリックパン付き 
 
Insalata caprese                    7’800 
カプレーゼサラダ :トマト、自家製特上モッツァレラチーズ、バジリコ、オリーブオイル 

 

Insalata  Torino                    7’800 
トリノ風サラダ : ジューシーな焼豚とトマト、レタス、きゅうり、人参のビネガーグリーンソースがけ 
 

Insalata Nizza                       7’400 
ニース風サラダ : ツナマヨネーズ、ライス、ゆで卵、アンチョビ、レタス、オニオン、トマト 

         キュウリ、オリーブ、ケイパー、オレガノ 
Insalata Sicilia                       7’400 
シチリア風サラダ : チキンカツ、フムス（ひよこ豆のクリーム）、ナスのキャビア、 
   焼トマト、焼ピーマン、オリーブ、レタス  
 
Insalata Milano                                                                                       6’400  
ミラノ風サラダ：ラディッシュ 、人参、リンゴ、サフランマヨネーズ、ゆで卵、レタス 
 
Insalata Lecce                    7’800  
レッチェ風サラダ：トマト、キュウリ、ピーマン、オニオン、オリーブ、ケイパー、モッツァレラチーズ 

 
Insalata America                    8’200 

アメリカンサラダ: エビ、アボガド、トマト、オニオン、ピーナッツ、オリーブオイル、レモン、レタス 

 
  
 
  

 
 
 

 

当店の値段はミャンマーチャット（税抜き）で表示いたしております。 

 



   

 

 

  
      

-PRIMI- プリミ 

 Daily  home  made  tagliatelle  or  gnocchi  - or-   your choice of – spaghetti / 

penne / fusilli 

 以下の品は自家製のタッリアテッレ 又は じゃが芋のニョッキ 

又は   スパゲッティー 、 ペンネ、フジッリ（螺旋状マカロニ）の中からお好きなパスタをお選びいただけます。 

 

Pasta (スパゲッティー)  aglio, olio, peperoncino                                7’400 

パスタ アリオ、オリオ ペペロンチーノ：ガーリック、オリーブ、唐辛子 
 
Pasta  Napoli  al sugo  di  pomodoro                           7’800 
パスタ ナポリ：伝統的なイタリアの自家製バジリコ入りホームメードトマトソース 
 
Pasta Sarda al sugo freddo パスタの冷製ソース                            9’400   
パスタ サルダ フレド：ぶつ切りフレッシュトマトソース、自家製モッツァレラチーズ、バジリコ 

 

Pasta Bologna (al ragu` di manzo) ボロネーズソース             9’800      
パスタ ボローニャ：自家製牛肉ミンチのトマトボロネーズソース 

Pasta Carbonara                  10’400 

パスタ カルボナーラ：ホワイトクリームソース、黄身卵、カリカリベーコン、ガーリック、オニオン 

Pasta Liguria  ( Vegetarian carbonara ) 野菜のカルボナーラ                  9’200 

パスタ リグリア：人参、カリフラワー、季節の自家製野菜のホワイトクリームソース、ハーブ 
 
Pasta Mediterranea 地中海風パスタ            8’600 

パスタ メディテラネア：トマト、ナス、ピーマン、ローズマリー 
 
Pasta al ragu` di pesce 煮魚のパスタ          10’200 

パスタ アル ラグ ディ ペシェ：新鮮な川魚の煮込みソース 
 

 

 

 

 

 

当店の値段はミャンマーチャット（税抜き）で表示いたしております 

 



   

 

 

-PRIMI- プリミ 

Ravioli ラビオリ（包みパスタ） 

Ravioli con gamberi             10’800 
ラビオリ ギャンベリ・海老のラビオリ：天然川海老のクリームソース 

 
Ravioli con carne             10’400 
ラビオリ コンカルネ・お肉のラビオリ：ビーフ肉入り自家製ナポリ風トマトソース 
 
Ravioli alla zucca               9’400 

ラビオリ アラズッカ・かぼちゃのラビオリ：かぼちゃとクリームソース 
 

 

Risotti リゾット  

Risotto Mediterraneo              8’600 
リゾット メディテラネオ・地中海風リゾット：トマト、ナス、ピーマン、ローズマリー 
 
Risotto Liguria               9’200 
リゾット リグリア・野菜のリゾット：人参、カリフラワー、自家製野菜、クリームソース、ハーブ 

 

Risotto Pescatora              10’800 
リゾット ペスカトーラ・シーフードリゾット：天然川魚と川海老 
 
Risotto Milanese               8’800 
リゾット ミラネーゼ・ミラノ風リゾット：サフランのリゾット 
 
 
 
 
 
 

当店の値段はミャンマーチャット（税抜き）で表示いたしております。 

 



   

 

 

-SECONDI-  セコンディ 
Ricette della Cuoca- シェフの得意料理より 

 

Lasagne alle verdure   ベジタブルのラザーニャ      11’200 

ラザーニア ベルデュレ：季節野菜、チーズ、ベシャメルソース入りラザーニャ（重ねパスタのグラタン） 

 
Lasagne bolognese  ボロネーズのラザーニャ       12’800 

ラザーニア ボロネーゼ：ひき肉のトマトソース、ベシャメルソース入りラザーニャ 

 
Parmigiana             11’400 

パルミジャーナ：ナスとトマトソース、パルメザンチーズの重ねグラタン 

 
Fettina di pollo al limone, patatine fritte, verdure       14’200 

フェッティナ ディ ポリオ：チキンカツのレモンソース仕立て、フライドポテト、付け野菜 
 
Involtini di pollo con pancetta, purea di patate, verdure      14’800 

インボルティニ ディ ポリオ：ベーコンとマッシュポテト挟みのチキンカツ、付け野菜 
 
Scaloppina al pepe e formaggio          14’800 

スカロッピーナ アル ペペ：ポークカツのチーズ、胡椒仕立て タリアッテレ（細平麵） 

 
Arrosto di maiale contadino al vino bianco, patate arrosto      15’200 

アロスト ディミアーレ：ジューシーな豚ローストの白ワインソース、ローズマリー風味のローストポテト 

 
Filetto ai funghi            16’200 

フィレット アイ フンギ：ローストビーフのきのこソース仕立て、ローズマリー風味のローストポテト 
 
Pesce fresco del fiume alla pizzaiola         14’800 

ペーシェアラピッザイオーラ：焼マナ鰹のケイパー、オリーブ入りトマトソース タリアッテレ（細平麵） 

 
Pesce fresco del fiume crema e limone         14’800 

ペーシェ クレマ エ リモーネ：焼マナ鰹のレモン、クリームソース ライス 
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-PIZZE- ピザ-  baked in our wood oven-  石窯直火オーブン焼き 
        

 

Foccacia             6’600 

フォカッチャ：オリーブオイル、ローズマリー、塩 
Pizza Margherita           9’800 

マルガリータ：トマトソース、モッツァレラチーズ、バジリコ 

 
Pizza Napoli            10’800 

ナポリ：トマトソース、モッツァレラチーズ、オリーブ、ケイパー、オレガノ、アンチョビ 
 
Pizza alle verdure            10’400 
ベーデュレ：トマトソース、モッツァレラチーズ、野菜、オニオン、オレガノ 

 

Pizza Bianca ai 3 formaggi           11’800 

３フォマッジ：２種類のモッツァレラチーズ、パルメザンチーズ、マッシュルーム（トマトソース抜き） 
 
Pizza alla Rucola            11’800 

ルッコラ：トマトソース、ロケットサラダ、モッツァレラチーズ、トマト、あら切りパルメザンチーズ 
 
Bacon Pizza            12’200 

ベーコン：トマトソース、ベーコン、モッツァレラチーズ、ガーリック、オニオン 

 
Pizza Myanmar            12’400 

ミャンマー：トマトソース、モッツァレラチーズ、カレー味チキン又はポーク、マッシュルーム、オレガノ 
 
Pizza al Tonno            12’800 

ト―ノ：トマトソース、モッツァレラチーズ、ツナ、ゆで卵、オニオン、オレガノ 
 
Pizza Pescatora           13’800 

ペスカトーラ：トマトソース、モッツァレラチーズ、新鮮川魚、川海老、オレガノ 
 
Pizza al Salame Milano           13’600 

サラミ：トマトソース、モッツァレラチーズ、ミラノ製サラミ（又はソーセージ）、オレガノ 
 
Brasilian Pizza / Banana Pizza          10’800 

ブラジリアン/バナナ：バナナ、ホイップクリーム、練乳、モッツァレラチーズ、シナモン 
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-DOLCI- デザート 
 
Tiramisù            5’800 

ティラミス：ラム酒入り、またはラム酒抜きのクラシックなティラミス （季節により苺入り） 

 
Torta al cioccolato fondente         6’800 

トルタチョコラート：チョコレートケーキとチョコ又はバニラアイスクリーム 

 

Crema spuma al cioccolato fondente       6’600 

クレーマスプーマ ディ チョコラート：チョコレートムース 

 
Set al cioccolato  (2 people)                                  8’600 

セット チョコラート：チョコレートケーキ、チョコレートムース、チョコレートアイスクリーム 

 
Tortini : - alla crema al limone         5’200 

トルティーニ リモーネ：レモンクリームタルト 
 alle mele e cannella          5’200 

トルティーニ メッレ カネラ：バニラクリーム アップル シナモンタルト 
- alla frutta 
トルティーニ フルッタ：バニラクリーム 新鮮フルーツタルト              5’200 

 
Panna cotta con crema al limone         6’200 

パンナコッタ リモーネ：クリームミルクパンナコッタ レモンクリーム 

 
Seadas            5’800 

セアダス：サルデニア島風揚げパイ ホワイトチーズ ハチミツ 

 
Macedonia di frutta fresca         5’400 
マセドニア フルッタ：新鮮フルーツサラダ 

 

Gelato al limone e limoncello         6’800 

ジェラート リモーネ リモンチェッロ：レモンアイスクリーム リモンチェッロ（レモン酒） 

Gelati            6’400 

ジェラーティ：チョコレート、バニラ、又は季節のフルーツアイスクリーム 

 

Affogato al caffè           6’400 

アフォガート カフェ：バニラアイスクリーム エスプレッソコーヒー  
 
 
 
当店の値段はミャンマーチャット（税抜き）で表示いたしております。 



   

 

 

 

 

 

 

 

-DRINK LIST- お飲み物 

   

FRESH FRUIT JUICE フレッシュ フルーツジュース  2’600 

            
           

Banana Juice バナナジュース  Pineapple Juice  パイナップルジュース（季節物） 
 
Papaya Juice パパイヤジュース  Watermelon Juice  スイカジュース（季節物） 
 
Lime Juice ライムジュース   Avocado Juice  アボカドジュース（季節物） 
 
Ginger Juice  ジンジャージュース  Strawberry Juice   ストロベリージュース（季節物） 

 
Coconut Juice ココナッツジュース   Mango Juice  マンゴージュース（季節物） 

 

 

 
 
 

LASSI ラッシー （自家製ヨーグルトドリンク）   2’800 
 
                       

Banana Lassi  バナナラッシー  Strawberry Lassi  ストロベリーラッシー （季節物） 
 
Papaya Lassi パパイヤラッシー  Mango Lassi  マンゴーラッシー （季節物） 
 
Vanilla Lassi バニララッシー  Pineapple Lassi  パイナップルラッシー （季節物） 
 
Chocolate Lassi チョコレートラッシー 
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-SOFT DRINKS- ソフトドリンク  1’800 
        

 
Coca-Cola コカ・コーラ/ Coca-zero c. コカ・コーラゼロ / Sunkist (orange) サンキストオレンジ/ 
Spriteスプライト/ Soda waterソーダ水/ 
Tonic water トニックウォーター( 2’200) 
 
 

WATER お水 
Purified water (from Myanmar)  清浄水（ミャンマー）    -  1’000 ( 1. lt. ) 
 

Loretana Sparkling mineral water ミネラルウォーター（イタリア）- 2’800 ( 0.5 lt. ) 
(from ltaly)             3’800 ( 1. lt. ) 
 
 
 

BEER ビール  3’400 
Myanmar (bt.64cl)  ミャンマー     

Mandalay (bt.64cl)  マンダレー 
 

 

COFFEE コーヒー 2’400  

   

Espresso エスプレッソ    
Caffè  コーヒー         
Caffè Americano アメリカンコーヒー                
Cappuccino カプチーノ     2’800  
Caffè Latte カフェラッテ （ミルク入り）    2’800  
Caffè Mocha モカコーヒー           2’800  
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TEA 紅茶 2’400 

 

Assam / Earl Grey Tea アッサム/アールグレー 
Home made herbal Tea ホームメード ハーブティー 
Green Tea グリーンティー 
Hot Ginger lime and honey  ホット ジンジャーハニーレモン  
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