
Take Out

ボローニャ風トルテッリーニ 150g （ほうれん草とリコッタチーズのラビオリ）

\1,512
Bologna style Tortellini

ボローニャ風ミートソースのタリアテッレ 150g

\1,458

Bologna style Tagliatelle Bolognese

仔羊のラグー マッケロンチーニ 150g

\1,512
Maccheroncini with Lamb Ragù

オマール海老のストロッツァプレティ 150g  （オマール海老を半身使用。贅沢で味わい深いトマトソース）

\1,944
Lobster "Strozzapreti" Hand-Rolled Pasta

ゴルゴンゾーラソースの自家製ニョッキ 180g

\1,404
Gnocchi and Gorgonzola Blue Cheese Sauce

自家製ラザーニャ・ヴェルデ （1人前）

\1,458
Homemade Spinach Lasagna

 （ほうれん草を練りこんだ生地のラザニア）

 （魚介の濃厚な出汁とプチトマトのペスカトーレ）

\1,728Seafood "Strozzapreti" Hand-Rolled Pasta
ストロッツァプレティ・アル・ペスカトーレ 150g

S�ci� 
�co�endation

Flat tagliatelle pasta in a savory, meaty Bolognese sauce

Cheese-stuffed tortellini in a savory, meaty Bolognese sauce and porcini mushroom paste

Thin "maccheroncini" long pasta with simmered lamb ragù in a rich tomato wine sauce

Short "strozzapreti" pasta served with a half lobster and tomato sauce.

Gnocchi are small Italian dumplings made from potatoes and flour.

Spinach flat pasta, minced meat sauce and white cream sauce layered and oven baked

Short "strozzapreti" pasta served with seafood and tomato sauce.

Served with Golgonzola blue cheese and Parmesan cheese creamy sauce 

 （ボローニャ地方発祥の平打ちミートソースパスタ）

and porcini mushroom paste



ピッツァ・マルゲリータ

Pizza Margherita
\1,080 

ピッツァ・マリナーラ

\1,080 
Pizza Marinara (Traditional Neapolitan Pizza)

（プチトマト・オレガノ・アンチョビ・ニンニク・トマトソース）

ピッツァ・ボローニャ

\1,382 
Pizza Bolognese

（モッツァレラ・じゃがいも・モルタデッラ・ボロネーゼソース）

ピッツァ・クアトロフォルマッジ

\1,490
Pizza Quattro Formaggi

（イタリア産 4種のチーズ）

ピッツァ・オルトラーナ

\1,490 
Pizza Ortolana (Plateau vegetables, Zucchini)

（那須の高原野菜とバジルソース）

ピッツァ・ガンベレッティ

\1,490
Pizza Gamberetti (Shrimp, asparagus, genovese)

（海老・アスパラガス・バジルソース）

ピッツァ・DOC

\2,160

Pizza DOC (Bocconcini cheese)

（水牛モッツァレラチーズ・プチトマト・バジル）

S�ci� 
�co�endation

Colors of the Italian flag: green from basil, white from mozzarella, red from tomato sauce

Combination of 4 kinds of cheese 

Mozzarella, potato, mortadella and meaty Bolognese sauce with a porcini mushroom paste

Bocconcini cheese, basil, cherry tomato

Tomato sauce, topped with mozzarella and fresh vegetables directly from local farmers

Shrimp and asparagus with genovese sauce 

Tomatoes, oregano, garlic, anchovies and olive oil

: mozzarella (fresh), gorgonzola (blue mold), taleggio (washed-rind), fontina (semi-firm)

(basil, garlic, pine nuts, parmesan cheese and olive oil)

＊ピッツアは全て 26 ㎝（2～ 4人前）でのご用意となります。

ボリートミスト（2人前）

"Bollito Misto" Italian Stew
\1,944

（エミリア・ロマーニャ州定番！様々な部位の肉煮込み）

(白ワイン、香味野菜、トマト煮込み )仔羊のポタッキオ（2人前）

Stewed Lamb 
\1,944

( 生ハムとチーズをのせたカツレツにクリームソースを合わせて )ボローニャ風牛フィレ肉のカツレツ（3～ 4人前）

Beef Felet Cutlet and White Cream Sauce \2,484

うさぎのロースト バルサミコソース（3～ 4人前）

Roasted Rabbit and Balsamico Vinager Sauce 

\2,484

牛フィレ肉のグリル グリーンペッパーソース（2人前）

Grilled Beef Fillet with Green Pepper Sause
\3,024

S�ci� 
�co�endation

Classic northern Italian stew, dish of mixed boiled meats   :Chicken wings, beef tongue, salami and Iberico shoulder meat

A melt-in-your-mouth Wagyu fillet served with a creamy, green pepper sauce

          Rabbit roasted with solt and pepper,

Potacchio : Traditional Emilia Romagna lamb stew, cooked with tomato, white wine and flavored vegetables

Beef filet cutlet cooked with ham and cheese, served with Bechamel ( White Cream Sauce )

Sauce : Genovese sauce , mostarda, semi-dried tomato sauce

served with aged balsamico vinager sauce 



イタリア産ブッラータチーズのカプレーゼ （2人前）

Italian Burrata Cheese Caprese
\1,857

ポテトのオーブン焼き（2～ 3人前）

Garlic and Rosemary flavored Oven baked Potatoes 
\410

ヴィチーノ風前菜盛り合わせ （2人前 / 4 人前）

Vicino Style Appetizer Platter
\1,080 \1,944／ 2人前 ／ 4人前

いんげん豆とチェリートマトのソテー（2～ 3人前）

Sauteed Green Beans and Cherry Tomatoes
\518

たっぷりイタリア産生ハム・サラミ盛り合わせ

Assorted Prosciutto Ham and Salami

\1,490 \1,814／ 3種 ／ 5種

インサラータ・ミスタ（3～ 4人前）

"Insalata Mista" Mixed Salad
\1,080

( ほうれん草とチーズのフライ )ほうれん草のフリッテレ （2～ 3人前）

Spinach and Cheese Dumpling
\518

自家製サーモンの柑橘マリネとルッコラのカルパッチョ  （2 人前）

Marinated Salmon and Arugula
\1,242

リミニ風魚介のフリット盛り合わせ（2人前）

Assorted Fried Seafood  
\1,382

Tel: 03-3494-1807

ご予約でのご注文も承っております。営業時間　 11:30-14:30,17:30-21:00

〒14 1 - 0 0 3 1

東京都品川区西五反田2ｰ 6 ｰ 8

ホテルマイステイズ五反田駅前  2 F
【24時間受付】

E-mail: yoyaku.vicino@mystays.com
trattoria-vicino.com

S�ci� 
�co�endation

Fresh Italian burrata cheese, tomatoes and basil drizzled with olive oil and balsamic vinegar

Fresh local vegetable mixed salad with citrus dressing

Assortment of sliced Italian meats (prosciutto, salami)

Assortment of Italian appetizers  Prosciutto, salami, daily special (meat, fish, vegetable, fritto)

Citrus marinated salmon with arugula

Sauteed green beans tossed with cherry tomatoes

Oven baked Potatoes with garlic oil and rosmary flavor 

Fried spinach and cheese dumpling 

Fried Seafood  eg. (Squid, Shrimp, Octopus and White meat fish)  Daily market availability

（3種：2～ 4人前／ 5種：4～ 6人前）

・下記に該当する場合はご利用をお断りさせていただきます。

　…過去当社との契約に違反したことがある方、またその関係者であると当社が判断した場合・暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であることが判明したとき、また過去に暴力団等であったことが判明したとき。

（＊日曜ディナーは、除く）
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