
TOKYO MERCATO
LATE LUNCH MENU

＊表示価格は全て税込みです。＊アレルギーをお持ちの方は事前にスタッフまでお申し出下さい。

Choccolate cake sauce of Walnuts liqueur 
カプリ島風チョコレートケーキ

クルミのクレーマとヴァニラジェラート

カプリ島の伝統製法で焼き上げたくるみ入り

チョコレートケーキにくるみリキュールのソース

Pannacotta with today's gelato
濃厚で滑らかなパンナコッタと本日のジェラート

森のベリーと共に・・・　

濃厚生クリーム１００％のツルッとした

食感贅沢な味わいです

4 kinds of today's recomend gelato
ジェラート 4 種盛合せ

本日のオススメジェラート 4 種盛合わせ

Affogato
アッフォガート

ヴァニラジェラートを「illy」のパーフェクト

エスプレッソで溺れさせます

800

800

900

800

Parfait Italian style
イタリアンパフェ　“Coppa”

季節のフルーツ、ジェラート、シリアル等を

盛り込んだイタリアンパフェ

900

Pizza with gelato
ピッツァ “MONACA”

焼きたてピッツァにジェラートを挟みます

Pizza Tiramisu
ピッツァ ティラミス

Mascarpone cheese / espresso / chocolate powder
マスカルポーネ／エスプレッソソース／ココアパウダー

熱々ピッツァと一緒に冷たいヴァニラジェラート　+200

800

1,200

Dolceデザート

Dolce Pizzaデザート ピッツァ



Assoted raw ham & salame
生ハムとサラミの 5 種盛合せ

イタリアの前菜といえばとりあえず

アッフェターティミスティ

Traditional rare mozzarella & tomatos
ブッラータ・トラディツィオナーレとトマト

超希少！手作業で作られる厳選モッツァレラと

厳トマト、香り高い EX オリーブオイル

Assorted cheese
チーズ 3 種類盛合せ

ワインのお供に！イタリア産を中心に

厳選したチーズの盛合せ

Today's bread
本日のおまかせパン

数量限定

Marinated Italian olives 
イタリア産 オリーブのマリネ

厳選オリーブを良質なオリーブオイルでマリネ 

Fiver colors beans 
5 色のカラフルビーンズ

色とりどりの豆のサラダ

Cherry tomato & rucola salad
チェリートマトとルーコラのサラダ

味わいがしっかりした原種のルーコラと

爽やかなチェリートマトのサラダ

Salad of seasonal & leafy vegetables 
季節野菜とリーフ野菜のグリーンサラダ

自家製の玉ねぎドレッシング

インサラータ ヴェルドゥーラ

Caesar salad with italian raw ham 
サンダニエレ産生ハムのシーザーサラダ

当店人気 No1　リーフ野菜と特製シーザードレッシングに

贅沢にプロシュート合わせます

前菜

580

580

680

980

1,380

1,580

1,480

1,480

300

Today's reccomend pasta
本日のお勧めパスタ

Today's tomato sauce pasta
本日のお勧めトマトソースパスタ

Short pasta with beef meat sauce
和牛のミートソース ペンネ・リガーテ

じっくり煮込んで旨みを引き出した和牛肉のソースに

ペン型のショートカットパスタを合わせました

Spaghetti with seafood & cherry tomatos
新鮮魚介とチェリートマトのスパゲッティ 

スパゲッティ フルッティ ディ マーレ

1,380

1,380

1,780

1,880

イタリアで手作業で製造後24時間で輸入されるモッツァレッラチーズ。

イタリアで食べるのと同じ状態のモッツァレラを体感していただけるピッツァ

Pizza T.M.C ティエンメチー

Cherry tomato  / Basil  /  EX Virgine olive oil  /  Burrata
チェリートマト /バジリコ /EXヴァージンオイル /ブッラータ

2,480

モッツァレッラチーズの中からとろーり生クリーム、手作りの伝統的な

チーズブッラータをまるごと載せたメルカートのスペシャリテ

Margherita Buffala 
マルゲリータ ブッファラ
Baffalo mozzarella / Basilico / Tomato sauce
水牛のモッツァレッラ /バジリコ /トマトソース

1,980

Pizza DOC
ドック
Baffalo mozzarella / Basil / Cherry tomato
水牛のモッツァレラ /バジリコ /チェリートマト　

1,980

Margherita Provola 
マルゲリータ プロ-ヴォラ
Smoked baffalo mozzarella / Basil  / Tomato sauce
水牛の燻製モッツァレッラ /トマトソース /バジリコ

水牛のモッツァレッラチーズをスモークした

プロヴォーラを使ったピッツァ

Provola Bianca 
プローヴォラ ビアンカ
Smoked Baffalo mozzarella / Basil / Cherry tomato 
水牛の燻製モッツァレラ /バジリコ /チェリートマト

1,880 1,880

ピッツァ 

ご注文頂いたピッツァにトッピングをご用意

Decoration 
Cherry tomato
チェリートマト

Rucola
ルーコラ

Prosciutto San Daniele
サンダニエレ産 生ハム

Baffalo mozzarela
水牛のモッツァレラ

Smoked baffalo mozzarela
水牛の燻製モッツァレラ

Mozzarella W
モッツァレラ ２倍

Italian sausage
サルシッチャ

All 500

パスタ
ROSSA

トマトソースをベースに仕立てたロッサスタイル

BIANCA
トマトソースを使用せずモッツァレラチーズを

ベースに仕立てたビアンカスタイル

Marinaraマリナーラ
Oregano/Basil/Garlic/Tomato sauce
オレガノ /バジリコ /にんにく /トマトソース

Margherita マルゲリータ
Mozzarella/ Basil/Tomato sauce
モッツァレッラ/バジリコ/トマトソース

Romana ロマーナ
Mozzarella/Anchovy/Basil/Oregano/Tomato sauce
モッツァレッラ/アンチョビ/バジリコ/オレガノ/トマトソース

Diavola  ディアボラ
Mozzarella / Anchovy / Basil / Oregano / Tomato sauce
モッツァレラ/サラミピッカンテ/バジリコ/トマトソース

Bambina  バンビーナ
Mozzarella/Basil /Ham Bologna/Corn/Tomato sauce
モッツァレラ/バジリコ/ボローニャハム/コーン/トマトソース

1,080

1,380

1,480

1,580

1,580

ご一緒に・・・
シチリア産ハチミツ
Honey  Lelon or Honey orange 

+300

Bismark ビスマルク
Mozzarella / Bacon with skin / Egg / Basil 
モッツァレラ /皮付きベーコン /三重県産有精卵 /バジリコ

Salsiccia サルシッチャ
Italian sausage/Mozzarella/Basil/Vegetable
イタリアンソーセージ/モッツァレラ/バジリコ/季節野菜

Quattro Formaggi クアットロ フォルマッジ
4 cheese ( Mozzarella / Tareggio / Gorgonzola / Grana padano )

4種類のチーズ（モッツァレッラ/タレッジョ/ゴルゴンゾーラ/グラナパダーノ）

Prosciutto e Rucola プロシュート エ ルーコラ
Mozzarella/Rucola/Prosciutto
モッツァレッラ/ルーコラ/サンダニエレ産生ハム

Capricciosa  カプリチョーザ
Today's pizza  please ask staff
本日のオススメピッツァをご用意しております。スタッフまでお尋ねください。

1,580

1,580

1,680

1,780

Ask

Antipasti

Pasta

Pizza


