


いろいろお肉のイタリア前菜盛り合わせ

Assorted meat appetizers

1,500 yen

イタリア産チーズ各種

Italian cheese

ゴルゴンゾーラ gorgonzola

タレッジョ taleggio

ブリー brie

パルミジャーノ parmigiano Reggiano

ペコリーノ pecorino

3種盛り合わせ 3 types platter…1,300 yen

5種盛り合わせ 5 types platter…1,800 yen

1種類 1 type…500 yen

クアルトサラダ…季節野菜をふんだんに使ったグリーンサラダ。

QUARTO’s  salad

900 yen

鶏の白レバーパテ…滑らかな舌触り。薄切りバケットがつきます。

Chicken white liver pate

500 yen



フレッシュグリーンオリーブ…ワインと一緒に。定番のおつまみ。

Fresh green olives

500 yen

ピクルス…季節のお野菜をたっぷりと。

Pickles

500 yen

ンドゥイヤ…唐辛子を練り込んだ豚肉の辛いパテ。薄切りのバケット付き。

Nduja…Spicy pork pate kneaded with pepper

500 yen

パルマ産プロシュート…イタリアパルマ産の生ハムです。

Proscciutto

1,200 yen

モッツァレラチーズとトマトのカプレーゼ

Caprese…mozzarella cheese and tomato

1,300 yen



スフレオムレツ～トリュフ風味～…クアルト池袋のおすすめです。

Souffle omelette with truffle flavor

650 yen

彩り野菜のバーニャカウダ…旬野菜をアンチョビとにんにくのソースで。

Bagna cauda

1,500 yen

生海苔のゼッポリーネ…生海苔を練り込んだ一口サイズの揚げパン。

Zeppoline…seaweed in fried bread

500 yen

野菜のロースト…ゴロゴロとした旬野菜を豪快にロースト。

Roasted vegetables

900 yen

新鮮魚介のトルティーノ…千切りにしたジャガイモを鮮魚と焼き上げた逸品。

Grilled fresh fish potato sandwich

1,000 yen

ジャガイモのフリット…カリッと揚げたジャガイモにゴルゴンゾーラチーズソース。

Fried potato with gorgonzolla cheese sauce

800 yen

ハムカツ…ボローニャ産モルタデッラハムのハムカツです。

Ham cutlet

600 yen



トリッパのトマト煮込み…ハチノスと呼ばれる牛ホルモンをトマトソースで煮込みます。

Honeycomb tripe with tomato stew

800 yen

フォカッチャ or 全粒粉パン…毎日お店で焼き上げる自家製パン。

Focaccia or brown bread

100 yen

アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ スパゲティ

…ニンニクと唐辛子・オリーブオイル

Peperoncino…spaghetthi with spicy garlic olive oil

900 yen

パンチェッタのカルボナーラ スパゲティ

…パンチェッタを使ったカルボナーラ。

Carbonara…spaghetti with pancetta and  egg sauce

1,100 yen

ボロネーゼ スパゲティ

…ひき肉をじっくりと煮込んだパスタです。

Bolognese…spaghetti  with meat sauce

1,100 yen

カチョ・エ・ペペ スパゲティ

…カチョはチーズ、ペペはコショウの意味。

1,000 yen



アマトリチャーナ ブカティーニ

…パンチェッタとたまねぎ、ペコリーノチーズを使ったトマトソースパスタ。

Amatriciana…bucatini with pancetta and onion , cheese in tomato sauce

1,100 yen

特製ラザーニャ

…クアルト特製のラザーニャはオーブンで焼き上げます。

Lasagna…oven baked

1,200 yen

アラビアータ スパゲティ or ペンネ

…唐辛子を効かせた辛いトマトソースのパスタ。

Arrabbiata…spaghetti or penne with spicy tomato sauce

900 yen

四川風ミートソース スパゲティ

…山椒を効かせたしびれる旨さのミートソースパスタ。

Szechuan …spaghetti with spicy meat sauce

1,100 yen

4種チーズのリゾット or ペンネ

…4種類のチーズを使った濃厚クリームソース

Quatro formaggio…risotto or penne in 4  kinds of cheese sauce



豚肩肉のロースト…ボリュームあるジューシーな豚肩肉です。

Roasted pork

1,400 yen

豚肉のサルティンボッカ…薄く叩いた豚肉と生ハム、香草をソテーしたローマ料理。

Saltimbocca…sautéed pork , prosciutto and herbs

1,300 yen

鴨胸肉のロースト…香ばしくジューシーに仕上げた鴨肉。

Roasted breast of duck

1,700 yen

ひな鳥のロースト…オーブンで身はしっとり、皮はパリッと焼き上げます。

Roasted chicken

1羽 regular size…2,500 yen

半羽 half size…1,600 yen



ティラミス…マスカルポーネをふんだんに使ったティラミスです。

Tiramisu

600 yen

ガトーショコラ…濃厚で中はしっとりと仕上げました。

Gateau chocolat

600 yen

ジェラート3種盛り合わせ…自家製のジェラートは日替わりでご用意します。

Assorted of gelato

600 yen

アッフォガート…自家製バニラジェラートにエスプレッソをかけて。

Affogato

600 yen



コーヒー （ホット・アイス）

Coffee (hot / iced)

400 yen

カフェラテ （ホット・アイス）

Café latte (hot / iced)

500 yen

エスプレッソ

Espresso 

400 yen

カプチーノ

Cappuccino

500 yen

紅茶 （ホット・アイス）

Tea (hot / iced)

400 yen

ハーブティ

Herb tea

600 yen

カフェインレスコーヒー （ホット・アイス）

Caffeinless coffee (hot / iced)

400 yen


