
Lunch
バスケットランチ 又は

食後のデザートやお飲物を

外のテラスで

お召し上がりいただけます

11:00  -  14:30
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お食事場所をお選びください

メニューをお選びください

ガーデン席をお選びのお客様へ

店内席をお選びのお客様でも、

食後のお飲物やデザートは

外でお召し上がりいただけます。

食事場所により、選べるメニューが異なります。

または

【店内席メニュー】

４・５頁
【ガーデン席メニュー】

次頁

1

2

3
バスケットランチのご用意が出来るまで

店内のお席でお待ちください。

限られたスタッフ数でサービスを行っている為、

店内席での商品お渡しにご協力ください。

料理をお受け取りになりましたら、

お食事の前に会計を済ませてください。

会計後、お好きなガーデン席にて

お召し上がりください。

バスケットは返却場所にお戻しください。

オーダー
＆

料理受取

会 計

食 事

返 却

店内席 ガーデン席

お会計は代表者がまとめてお支払いくださいますよう
ご協力をお願いいたします。（現金・PayPay）

ランチのご案内
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トマトとモッツァレラ
チーズのパスタ

国産肉のボロネーゼ 小柱のレモンクリーム

お好みの パスタ をお選びください

お好きな飲み物をお選びください

追加料金で、セットドリンクをアルコールに変更できます。詳しくは5頁をご覧ください。

おかわり +280 円イタリア産

さくら坂オリジナルブレンド◆ コーヒー （ICE ／ HOT）

◆ 紅茶      （ICE ／ HOT）

◆ ブラッドオレンジジュース

◆ ハーブティー　（ICE ※夏のみ／ HOT）

◆ ハーブ入り緑茶 （HOT）

◆ ハーブ入り紅茶 （HOT）

季節のパスタもございます。
詳しくはスタッフにお尋ねください。

※混雑時はご用意にお時間がかかりますので、お早目にご注文ください。

別紙のケーキメニューからお選びください

バスケットランチを

ご注文のお客様

晴れた日は
テラスでランチ！

ガーデン席で爽やかな風を感じながら

お食事をお楽しみ頂けます

屋外限定♪

バスケ
ットを持

って

ピクニック
気分

お食事の後に自家製ケーキもどうぞ♪

バスケットランチ 1,780円
パスタ ・ サラダ ・ セットドリンクセット内容

セットドリンク

円引き円引き円引き円引き円引き円引き円引き円引き円引き円引き円引き円引き円引き円引き円引き円引き
デザート全品

100



お会計は代表者がまとめてお支払いくださいますよう、ご協力をお願いいたします。（現金・PayPay）4

マルゲリータ

サルシッチャ
（自家製ソーセージ）

三種チーズのピッツ
ァ

（チェダー・グラナパ
ダーナ・パルミジャーノ）

パスタ

ピザ

トマトとモッツァレラ
チーズのパスタ

パンチェッタのカルボナーラ
（パンチェッタ＝豚バラ肉の塩漬け）

小柱のレモンクリーム

季節野菜とパルミザンチーズと
オリーブオイルのパスタ

国産肉のボロネーゼ

パスタ または ピザ
サラダ・本日のスープ・セットドリンク

セット
内容

トマトソース

オイルソース ミートソース

クリームソース

当店のスパゲティはもちもちの生パスタに自家製ソースを使用。
出来立てをお早めにお召し上がりください。

季節限定
おすすめセット
もございます。

別紙をご覧ください。

お好みの パスタ または  ピザ をお選びください

ビバーチェセット 1,900円

PastaPasta

PizzaPizza

ランチ
No.１

店内ランチメニュー 11:00 ～ 14:30

パスタ大盛
+350円



ランチ
No.2

5

商品写真：1
00g

商品写真：1
00g

ランチ
No.３

常陸牛のタリアータプレートセット
プレート（タリアータ・サラダ・パン・季節野菜の
付け合せ）・本日のスープ・セットドリンク

イタリア風ステーキ

セット
内容

100g：2,550円／ 200g：3,800円

和牛のビーフシチューセット
ビーフシチュー
サラダ・パン・セットドリンク

セット
内容

2,550円

全てのランチメニューに
ウエルカムドリンクをサービス♪

追加料金で、セットドリンクを変更できますセットドリンク変更

+600円

+600円

+600円

+400円

+650円

◆ ハートランドビール
◆ ペローニ （イタリアンビール）

◆ ハウスグラスワイン （赤 ・ 白）

◆ ノンアルコールビール
◆ ノンアルコールスパークリング（200ml）

おかわり +280 円

お好きな飲み物をお選びください

イタリア産

さくら坂オリジナルブレンド◆ コーヒー （ICE ／ HOT）

◆ 紅茶      （ICE ／ HOT）

◆ ブラッドオレンジジュース

◆ ハーブティー　（ICE ※夏のみ／ HOT）

◆ ハーブ入り緑茶 （HOT）

◆ ハーブ入り紅茶 （HOT）

880円

シェフの
おまかせおつまみ

アルコールに合う！

※混雑時はご用意にお時間がかかりますのでお早目にご注文ください。

別紙のケーキメニューからお選びください

ランチメニューを

ご注文のお客様 100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き100円引き
デザート全品

お食事の後に自家製ケーキもどうぞ♪

ランチタイムは

アルコールがお得！

セットドリンク

抜栓料 1,500 円（1本）さくら坂ベローナでご購入いただいたワインを
お料理と一緒にお召し上がりいただけます。 ※お飲み残しはお持ち帰りいただけます。
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ランチコースやディナー、バースデープランも承ります。
お気軽にお問い合わせください。

さくら坂VIVACEの取組む、食の体験型プログラムです。
日頃からお世話になっている地元生産者さんの元を訪ね収穫を体験
したり、みんなで調理して味わってみたり。
四季折々の食材と自然をテーマに企画しています。
プログラムの後は、さくら坂ビバーチェでゆっくりと特別メニュー
をお楽しみください。

さくら坂VIVACE内にある可愛らしいお店です。
ワイン、イタリア陶器、地元農家さんの新鮮野菜、さくら坂オリジ
ナルブレンドなどを販売しております。
ご購入されたワインはレストランにて、別途抜栓料 +1,500 円でイ
タリア料理とともにお飲みいただけます。

Information

さくら坂から遠足に出かけよう！

食の体験型プログラム
イタリア雑貨に出逢える

雑貨・食品販売

イベント・お店のご案内

さくら坂GITA さくら坂VERONA

gita_sakurazaka sakurazaka_verona

デザートを
バースデー仕様に変更できます。

※ 前日までにご予約ください。
※ メイン （肉または魚） は、 皆様で揃えてご注文ください。
※ 2 名様以上で承ります。

サラダ・前菜・スープ・パスタ
メイン・デザート・セットドリンク

セット
内容

ランチコース 3,800円

要予約
【メイン：肉のみ】

4,300円
【メイン：肉と魚】

バースデープレート
（要予約）

+500円

お名前チョコプレート +100円



Illust & Design  :  
K design office　高橋華奈子




