
AROMA VITA ＆ BAKE

SALAD

CHEESE

COLD FOODS

AJILLO

HOT FOODS

FRIT

価格はすべて税込表示
(　) 内は税抜価格です。

600(545)

600(545)

700(636)

800(727)

     700(636)

L 1,000(909) 

  L 1,100(1,000)

アヒージョ

マッシュポテトと半熟卵の
　　　　　　オーブン焼き

粗挽きソーセジのグリル

ムール貝のワイン蒸し

牛バラ肉のトマト煮込み

高原レタスのパルミジャーノサラダ

シーザーサラダ

生ハムサラダ

肉パテ

スモークサーモンマリネ

プロシュートとサラミ盛り合わせ

650(590)

800(727)

1,000(909)

● パン盛り合わせ
● ちょこっとプロシュート

● ハートランドビール
● ハウスワイン【 白 / 赤 】

マスカルポーネとはちみつ

チーズ盛り合わせ３種

チーズ盛り合わせ５種

600(545)

900(818)

1,200(1,090)

600(545)

500(454)
550(500)

450(409)

900(818)

1,200(1,090)

トリュフ風味のポテト

季節野菜のフリットとプロシュート

サラダ

冷たい前菜

温かい前菜

揚げもの

チーズ

700(636)

850(772)

250(227)

サルシッチャと茸のアヒージョ

海老のアヒージョ

追加バケット

M 700(636)

M 800(727)  

M ２～３名様　 L 3～4 名様

CARTE MENU 

アンチョビポテト 600(545)



AROMA VITA ＆ BAKE

NAMA PASTA

TOMATO 

OIL&JAPON

CREAM

価格はすべて税込表示
(　) 内は税抜価格です。

1,000(909)

1,050(945)

1,050(945)

1,050(945)

1,050(945)

1,050(945)

1,100(1,000)

1,150(1,045)

1,250(1,136)

○ボンゴレビアンコ

○きのこのアーリオオーリオ

○ベーコンとモッツァレラ

○ツナときのこのたっぷりおろし

○ヤリイカと明太子

○カルボナーラ　ﾌｪｯﾄﾁｰﾈ

○ベーコンときのこの濃厚クリーム
                             ﾌｪｯﾄﾁｰﾈ 

○トマトとモッツァレラ ﾌｪｯﾄﾁｰﾈ

○自家製ボロネーゼ ﾌｪｯﾄﾁｰﾈ

950(863)

1,100(1,000)

1,100(1,000)

1,100(1,000)

1,250(1,136)

1,700(1,545)

1,050(945)

1,050(945)

1,150(1,045)

120g

90g

180g
　－50円

＋200円

○熟成ベーコンとブロッコリー

○カルボナーラ

○海老とアボカドのマスカルポーネ
                      DE トマトクリーム

フェットチーネ

トマトベース

オイルベース &和風

クリームベース

パスタの量

○ポモドーロ

○生ベーコンとチーズのアマトリチャーナ

○茄子とモッツァレラのトマトソース

○なすとベーコンの辛いトマトスープ

○自家製ボロネーゼ

○ペスカトーレロッソ

PASTA MENU 

通　常【　　  】

少なめ【　　  】

大盛り【　　  】

ベーコンときのこの濃厚クリーム

生ベーコンとチーズのアマトリチャーナ 海老とアボカドのマスカルポーネDE トマトクリーム

ボンゴレビアンコ

パンチェッタ、卵、生クリーム、チーズ

ベーコン、きのこ、生クリーム、チーズ

モッツァレラ、フレッシュトマト、バジル

牛肉、豚肉、トマト、チーズ

アサリ、ルッコラ

きのこ、バター、チーズ

ベーコン、モッツァレラ、バター、チース、黒胡椒

ツナ、きのこ、大根おろし、浅葱、海苔

ヤリイカ、明太子、バター、大葉、浅葱、海苔

トマト、チーズ、バジル

パンチェッタ、玉ねぎ、トマト、チーズ

モッツァレラ、なす、トマト、バジル

モッツァレラ、なす、トマト、オリーブ、水菜

牛肉、豚肉、トマト、チーズ

手長えび、えび、アサリ、ホタテ、ムール貝、イカ

熟成ベーコン、ブロッコリー、生クリーム、チーズ

パンチェッタ、卵、生クリーム、チーズ

えび、アボカド、トマト、マスカルポーネ、チーズ



AROMA VITA ＆ BAKE

FOCACCIA

価格はすべて税込表示
(　) 内は税抜価格です。

1,100(1,000)

1,600(1,454)

1,000  (909)

1,200(1,090)

1,200(1,090)

1,200(1,090)

1,200(1,090)

1,300(1,181)

1,400(1,272)

1,400(1,272)

フォカッチャ

マルゲリータ

水牛のモッツァレラを使った

シチリアーナ

カプリチョーザ

ミックスピッツァ クラシック

ペパロニ

ロマーナ

ボロネーゼ

プロシュートマスカルポーネ

ペスカトーレ

● チーズ倍量　　 ● トッピングアイス（ドルチェピッツァ）

400(363)

500(545)

500(545)

プレーンフォカッチャ

チーズフォカッチャ

ハーブフォカッチャ

TOMATO トマトベース CHEESE チーズベース

D.O.C

ビスマルク

バンビーノ

明太子ともち

ボスカイオーラ

インサラータ

プロシュートルッコラ

クワトロフォルマッジオ

セイフォルマッジオ

DOLCE PIZZZA ドルチェピッツァ

木苺とベリー

チョコバナナ

エスプレッソとナッツ
　　とマスカルポーネ

1,000(909)

1,000(909)

1,100(1,000)

1,300(1,181)

1,700(1,545)

1,100(1,000)

1,100(1,000)

1,000 (909)

1,200(1,090)

1,200(1,090)

1,400(1,272)

1,400(1,272)

1,600(1,454)

アンチョビ、ケッパー、オリーブ
オレガノ、ニンニク

モッツァレラ、ムール貝、えび、イカ、ホタテ
オリーブ、オレガノ

、

フレッシュサラダ、チェリートマト、
生ハム、シーザードレッシング

モッツァレラ、ベーコン、玉子

モッツァレラ、ミートソース、クリームチーズ モッツァレラ、ルッコラ、プロシュート

モッツァレラ、明太子、もち、のり

モッツァレラ、マスカルポーネ、
ゴルゴンゾーラ、グラナパダーノ、

モッツァレラ、マスカルポーネ、
ミモレット、ゴルゴンゾーラ、
カマンべール、グラナパダーノ

モッツァレラ、色々木の子、ケッパー

モッツァレラ、ツナ、海老、コーン、
ソーセージ、マヨネーズ、生クリーム

モッツァレラブッファラ,チェリートマト
フレッシュバジル

モッツァレラ、オレガノ、アンチョビ、
ケッパー、オリーブ

モッツァレラブッファラ、フレッシュバジル

プロシュート、モッツァレラ、マスカルポーネ
グリーンペッパー

モッツァレラ、ベーコン、色々木の子、
サラミ、オリーブ、チェリートマト

メニュー はスタッフにお尋ねください○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

PIZZA MENU 

モッツァレラ、イタリアンソーセージ
サラミ、ベーコン

400(363) 200(181)

セイフォルマッジオマルゲリータ

今月のピッツァ
モッツァレラ、フレッシュバジル

モッツァレラ、ベーコン、サラミ、オニオン
ピーマン、マッシュルーム



AROMA VITA ＆ BAKE

SPICES CURRY CHICKEN 

100%BEEF HAMBURG PORK / BEEF

価格はすべて税込表示
(　) 内は税抜価格です。

1,000(909)

1,000(909)

1,100(1,000)

1,100(1,000)

○ハンバーグ チーズトマトソース

○ハンバーグ  和風ソース

○ハンバーグ  ゴルゴンゾーラソース

○チキンマサラ 1,000(909)

1,000(909)

1,500(1,363)

1,900(1,727)

2,900(2,636)

○ローストビーフ【豪州産】(150g)

○三元豚 肩ロースのグリル (200g)【群馬県産】

○国産牛ランプステーキ (180g)

スパイスカレー チキングリル

ビーフハンバーグ ポーク /ビーフ

ケイジャングリルチキン

ハーブチキングリル

○

○

【群馬県産】

【群馬県産】

ライス　　　　　　　　　

バケット 270(245)　

220(200)

　　　　　

　　大盛りライス 270(245)

パン盛り合わせ 600(545)　

400(363)

500(545)

500(545)

プレーンフォカッチャ

チーズフォカッチャ

ハーブフォカッチャ

 ●

●

●

●

●

●

●

CURRY&MEAT MENU 

三元豚 肩ロースのグリルハンバーグ トマトソース

ケイジャングリルチキンチキンマサラ

数種類の香り高いハーブと岩塩でじっくり焼き上げ、肉本来の
旨味を引き出します。

スパイスの香りとチリペッパーの辛味を効かせたスパイシーな
味付けが魅力。スパイスから作る本格スパイスカレー。ちょっぴり酸味が効い

たソースでじっくり煮こんだチキンはほろっと柔らかです。



AROMA VITA ＆ BAKE

COFFEE

FRESH

TEA&HERB

HAND MADE

ESPRESSO

SODA&JUICE

価格はすべて税込表示
(　) 内は税抜価格です。

350(318)

400(363)

450(409)

100 ( 91)

400(363)

450(409)

400(363)

自家製

エスプレッソ

カフェ ラテ 【ホット or アイス】

キャラメルマッキアート

追加ショット

コーヒー

デカフェ

本日のアイスコーヒー

紅茶 【ホット or アイス】
　ストレート /レモン /ミルク 

烏龍茶【ホット or アイス】

カモミール

ハイビスカス

ゆずレモネード【ホット or アイス】

400(363)

400(363)

450(409)

450(409)

500(454)

オレンジ

グレープフルーツ

アップル

レモネード

400(363)

400(363)

400(363)

500(454)

400(363)

400(363)

400(363)

400(363)

400(363)

ペプシコーラ

ジンジャーエール

レモンスカッシュ

トニックウォーター

ホワイトウォーター

コーヒー

お茶

エスプレッソ

炭酸とジュース

100%

 

DRINK MENU 


