
                     

Gli Antipasti 
 

 
 

 

 

Gran vassoio  dell’oste (oste 特製前菜の盛り合わせ)   

Bruschetta pomodoro   トマトのクロスティーニ  

Il prosciutto e melone    生ハムとメロン  

I Crostini Misti   クロスティーニの盛り合わせ  

I Crostini ai funghi Porcini   ポルチーニ茸のクロスティーニ  

L’Affettato misto Toscano  con Crostini  生ハムとサラミ、クロスティーニの盛り

合わせ 

 

L’Antipasto dell’oste con salsiccia di Cinghiale, pecorino di Pienza, sott’olio 

funghi Porcini, Melanzane, Pomodori e Carciofi Oste の前菜の盛り合わせ猪のサル

シッチャ、ペコリーノチーズ、オイル漬ポルチーニ、ナス、トマト、アーティチョー

ク 

 

La Bresaola in carpaccio con rucola e parmigiano ブレザオラとルッコラ、パルミジ

ャーノ 

 

La Verdura alla griglia con Cacio  野菜とチーズのグリル  

L’Insalata di Mare 海鮮サラダ  

Carpaccio di salmone con burrata サーモンのカルパッチョとブッラータチーズ添え  

Il soute’ di cozze ムール貝のソテー  



Le zuppe 
La Zuppa Toscana di Verdure fresche  新鮮野菜のトスカーナ風スープ  

La zuppa di cipolla  玉葱スープ  

La minestra di farro  スペルト小麦（ファッロ）のスープ  

Zuppa di funghi  ポルチーニ茸のスープ  

Zuppa di pesce   魚のスープ  

Zuppa di pomodoro トマトのスープ    

I Primi Piatti 
 

Le Melanzane alla Parmigiana  なすとパルミジャーノチーズのオーブン焼 

                                                                              

 

La Lasagna al forno ラザニア オーブン焼き  

Tortelli di patate alla crema di Tartufo  じゃが芋のトルテッリトリュフクリーム 

                                                                               

 

Tortellini all bolognese トルテッリーニ ボローニャ風ミートソース  

Ravioli Toscani burro e salvia トスカーナ風ラビオリ セージバターソース  

Ravioli gratinati al gorgonzola ラビオリ ゴルゴンゾーラチーズのグラタン風  

Ravioli alla moda dell’Oste Oste 特製ラビオリ  

Gnocchi alla bolognese ニョッキ ボローニャ風ミートソース  

Gnocchi alla sorrentina                                                                                                   

ニョッキ ソッレンティーナ（トマト、生クリーム、パルミジャーノチーズ） 

 



Gnocchi ai quattro formaggi  ニョッキ クワットロフォルマッジソース  

Penne al Salmone  ペンネ サーモンソース  

Penne ai quattro formaggi  ペンネ クワットロフォルマッジソース  

Risotto ai funghi Porcini リゾット ポルチーニ茸のソース  

Risotto ai quattro formaggi  リゾット クワットロフォルマッジソース  

Spaghetti al Pomodoro e Basilico スパゲッティ トマト、バジル  

Spaghetti alla Carbonara スパゲッティ カルボナーラ  

Spaghetti all’Arrabbiata スパゲッティ アッラビアータ  

Tagliolini al Pesto タリオリーニ バジルペーストソース  

Tagliolini ai funghi Porcini タリオリーニ ポルチーニ茸のソース  

Tagliolini alla norma  タリオリーニ なす、トマト、モッツァレッラソース  

Spaghetti alle Vongole Veraci  アサリのスパゲッティ  

Spaghetti ai frutti di Mare  シーフード スパゲッティ  

Risotto ai frutti di Mare  シーフード リゾット  

Tagliolini agli Scampi  タリオリーニ 手長海老と共に  

Tagliolini  al nero di Seppia イカ墨のタリオリーニ   

Tagliolini all’astice (1/2 astice) タリオリーニ オマールエビ（半身）  

 

 
 

 

 

 



                               
I Secondi Piatti di Terra 

 

Scaloppine al vino o al Limone                                                                                   

子牛の薄切りソテー ワインソースまたはレモン風味  

 

Scaloppine ai funghi Porcini  子牛の薄切りソテー ポルチーニ茸のソース  

Petto di Pollo alla mozzarella 鶏胸肉のソテー モッツァレッラチーズ添え  

Controfiletto di Manzo all’aceto balsamico 牛肉のステーキ バルサミコソース  

Controfiletto alla rossini   牛肉のステーキ ロッシーニ風  

Controfiletto al pepe verde 牛肉のステーキ グリーンペッパー添え  

Controfiletto ai funghi porcini  牛肉のステーキ ポルチーニ茸ソース  

Lombatina di vitella ai funghi porcini  子牛の腰肉のステーキ ポルチーニ茸ソース  

 
 

I Secondi Piatti alla Griglia 
Bistecca  nella Costola per una persona 500/550 GR  

                  フィレンツェ風Ｔボーンステーキ お一人様用 500/550 ㌘                   

 

Bistecca alla Fiorentina per due persone con filetto                             

フィレンツェ風Ｔボーンステーキ お二人様用 
 

Filetto di manzo alla griglia 牛肉のフィレ肉のグリル  

Controfiletto di Manzo alla griglia  牛肉のステーキ  

Controfiletto di bistecca alla Prataiola T ボーンステーキ ポルチーニ茸添え                                                                                  

Tagliata di Manzo con la Rucola e grana                                                                                  

牛肉のステーキ ルッコラ、グラナチーズ添え 

 

Lombata di Vitella alla griglia  牛肉の腰肉のグリル  

Petto di Pollo alla griglia   鶏肉の胸肉のグリル  

Bistecca di Suino alla griglia  豚肉のＴボーンステーキ  

   
 
 

 

 

 



I Secondi Piatti di Pesce 
Orata al cartoccio con Patate, Pomodoro e Olive nere                                                                                  

鯛とじゃが芋、トマト、オリーブの包み焼き 

 

Calamari, Gamberi e patate fritte イカ、海老、じゃが芋のフリット  

Trancio di Salmone* alla griglia サーモンの切り身のグリル  

Pesce alla griglia  魚のグリル  

Il branzino al sale con verdure al vapore   スズキの塩釜焼き ボイル野菜添え  

I gamberoni imperiali alla griglia 海老のグリル  

                           

L’Insalateria 
Insalata Caprese カプレーゼ（トマト、モッツァレッラチーズ、バジル）  

Insalata Tonnata con insalata mista Pomodoro, Mozzarella e Tonno ミックスサ

ラダ、トマト、モッツァレッラチーズ、シーチキン 

 

Insalata dell’Oste insalata mista, Zucchine grigliate,Carciofi, Prosciutto cotto e 

Pomodorini Oste 特製サラダ ズッキーニグリル、アーティチョーク、ハム、ミニ

トマト 

 

I Contorni           

Insalata Mista di Stagione    ミックスサラダ  

Insalata di Rucola pomodorini e parmigiano                                                     
ルッコラ、ミニトマト、パルミジャーノチーズのサラダ 

 

Insalata di Pomodori e basilico  トマトとバジルのサラダ  

Patatine fritte  フライドポテト  

Patate al forno  じゃがいもオーブン焼き  

Spinaci *saltati all’olio bono  ほうれん草のボイル、オリーブオイル添え  

Fagioli all’olio bono o all’Uccelletto 白いんげん豆のオリーブオイル添え 

                                                                               

 

Asparagi* con Limone e olio  アスパラガス レモン、オイル添え  

Asparagi* alla Parmigiana  アスパラガス、バター、パルミジャーノチーズ添え  

Funghi Porcini Trifolati    ポルチーニ茸のスライス  

Verdure alla griglia 野菜のグリル  



 

Le Pizze 

Pizza Margherita   トマト、モッツァレッラ                                                               

Pizza Salsiccia 

  トマト、モッツァレッラ、ソーセージ                                                                  

 

Pizza Capricciosa トマト、ハム、マッシュルーム、ウィンナー、オリー

ブ、アーティチョーク 

 

Pizza 4 Stagioni     トマト、モッツァレッラ、ハム、マッシュルーム、

オリーブ、アーティチョーク 

 

Pizza 4 Formaggi                                                                                                    

トマト、モッツァレッラ、ブルーチーズ、ペコリーノチーズ 

 

Pizza Vegetariana                                                                                                               

トマト、モッツァレッラ、ナス、パプリカ 

 

Pizza Prosciutto cotto e funghi champignon                                              

 トマト、モッツァレッラ、ハム、マッシュルーム  

 

Pizza dell’Oste , , Scamorza , Pomodori, rucola e prosciutto crudo 

Oste 特製 Pizza スカモルツァチーズ、トマト、パルマ産生ハム 

 

Pizza Gorgonzola e Radicchio rosso  ゴルゴンゾーラチーズ、赤チコリ                                                 

Pizza Verace, pomodorini, mozzarella di Bufala                                                 

水牛モッツァレッラ、ミニトマト 

 

Pizza Diavola  トマト、モッツァレッラ、ピリ辛サラミ                                                                              

Pizza Bella Napoli Acciughe Capperi                                                                           

トマト、モッツァレッラ、アンチョビ、ケッパー 

 

Pizza Tonno e Cipolla  トマト、モッツァレッラ、シーチキン、玉葱                                                             

Pizza ai frutti di Mare   トマト、ムール貝、アサリ、海老、パセリ  

Pizza maialona  トマト、モッツァレッラ、ハム、ピリ辛サラミ、ソー

セージ、ウインナー 

 

Calzone Montanara,  Salame e Funghi モッツァレッラ、トマト、サラミ

、マッシュルーム 

 

*alcuni prodotti per motivi di irreperibilità potrebbero essere congelati       

–previusly frozen product 



 

Bar & Caffetteria 

Vino della casa  1/4  

Vino della casa  1/2  

Vino della casa  1 Litro  

Acqua Minerale   ½ Bottiglia  

Acqua Minerale  1Litro  

Bibite in Lattina   (coca ,sprite,fanta,lemon soda ,ice the’)  

Birra alla Spina cl.0,20  

Birra alla Spina cl.0,40  

Birra Italiana cl. 0,33  

Birra Italiana cl. 0,66  

Birra Estera cl .0,33   (beck’s ,stella artois,guinness)  

Succhi di frutta  

Spremuta di arance    (fresh orange juice)  

Caffè espresso  

Caffe’ decaffeinato  

Caffe’ corretto  

Caffe’ d’Orzo  

Cappuccino  

Tea e Camomilla  

Aperitivo   

Amaro  

Grappa bianca  

Grappa barrique  

Distillati  

Cognac  

Whisky  

Tasse e Servizio €.2,00 a Persona  

            (税・サ ・お一人様€.2,00）  



 Piatti tipici toscani 
 

L’Affettato misto di salumi toscani トスカーナ産 サラミ、生ハムの盛り合わせ  

La Ribollita  toscana リッボリータ  

Il Crostone Toscano  クロスティーニ（カナッペ）  

Pici all’Anatra Muta パスタ ピーチ 鴨ソース  

Le pappardelle al sugo di capriolo パッパルデッレ 鹿肉ソース  

Tortelli di patate al Cinghiale トルテッリ じゃが芋 猪ソース  

Rigatoni di pasta fresca con funghi porcini e crema di tartufo nero 
生パスタ リガトーニ ポルチーニ茸 黒トリュフ クリームソース 

 

Ossobuco di Vitella alla fiorentina  フィレンツェ風 牛肉のオッソブッコ  

Ossobuco di vitella ai funghi porcini                                                                                         
牛肉のオッソブッコ ポルチーニ茸ソース 

 

Trippa alla fiorentina トリッパ フィレンツェ風  

Il peposo all’imprunetina con fagioli olio   

  牛肉胡椒煮込み 白いんげん豆添 
 

  

La Tipica bistecca alla Fiorentina 

con filetto  (950/1100 GR) 

 

 

 

 
 


