
¥1,150

1本（100g） ¥980

¥650

¥1,350

¥1,350

¥1,300

1.

2.

3.

4.  

5.   

6.

7. 

   

12.  

13.  

14.

15. 

16.

17.

18.  

¥1,380

¥1,580

1羽 ¥2,800   1/2羽 ¥1,650

300g ¥3,800   150g ¥2,100

2本 ¥1,950

200g ¥3,200

  ¥2,100

トマトソースで煮込んだロールキャベツの
チーズ焼き  南部鉄鍋仕上げ

AGIO特製ハンバーグ  デミグラスソース
南部鉄鍋仕上げ

清流鶏とじゃが芋のロースト

湘南育ち  みやじ豚のロースト

骨付き仔羊背肉の香草ロースト
タスマニア産大粒マスタード添え

オーストラリア産牛リブロースのロースト

スズキのロースト  ハーブ風味

20品目のナトゥーラ・サラダ

鎌倉野菜と彩り野菜のバーニャカウダ

削り立てのグラナパダーノチーズと
ロメインレタスのシーザーサラダ

彩り野菜のロースト  ラクレットチーズのせ

2種のジャガイモのフリット  香草塩で

静岡県産アメーラトマトと
北海道産モッツァレラチーズのカプレーゼ

サラミと生ハム、オリーブの盛り合わせ

8.

9.

10.

11.

甲州ブドウと富士の水で育った健味鶏の唐揚げ

やまと豚のソーセージ

ハーブにんにくバターのガーリックトースト

エスカルゴとキノコのソテー

パン  ¥310　         ライス  ¥260

メイン料理 Main Dish

Appetizer前  菜

¥1,050

¥1,300

¥1,150

¥1,500

¥650

〔野菜の前菜・サラダ〕APPETIZERS AND SALADS

〔冷たい前菜〕COLD APPETIZERS 

〔温かい前菜〕HOT APPETIZER 

Natura salad

Bagna Càuda

Caesar salad with romaine lettuce and 
grana padano cheese

Roasted vegetables with raclette cheese

Fried potatoes with aromatic herb salt

Caprese

Assortment of salami, prosciutto and olives

Deep-fried chicken

Yamato pork sausages

Garlic toast with herbs, garlic and butter

Escargot and mushrooms saute

Cabbage roll with cheese stewed in tomatoes

Agio specialty: hamburger withdemi-glace sauce

Roasted chicken with potatoes

Roasted pork

Lamb roasted in aromatic herbs withmustard

Roasted beef

Herb roasted Japanese sea bass

Bread 　                 Rice

～トロ～っと溶かしたチーズを目の前でおかけいたします～

　Vegetables pickles

　Natura salad

　Bagna Càuda

　Caesar salad with romaine lettuce and grana Padano cheese

　Steamed vegetables en cocotte

　Fried potatoes with aromatic herb salt

冷たい前菜

Cold Appetizers Caprese

　Prosciutto with focaccia

温かい前菜

Hot appetizer Deep-fried chicken

Yamato pork sausages

Garlic toast with herbs, garlic and butter

Oysters ajillo

メイン料理　Main Dish

・パン

　Bread

・ライス

　Rice

トマトソースのピッツァ

Tomato sauce pizza

　Pizza margherita (mozzarella, basil)

　Pizza with beef minced meat and onions (mozzarella, beef minced meat, onions)

　Seafood pizza (crabs, shrimps, squid, Japanese scallops)

　Calzone (prosciutto, spinaches, eggs, parmigiano reggiano cheese)

トマトソースを使わないピッツァ

White pizza

　Basil sauce pizza with pine nuts and renkon

　5 Cheese Pizza with honey (mozzarella, gorgonzola, pecorino, brie and parmigiano reggiano cheese)

ピザのトッピング。お好きなピッツァにお好みでトッピングどうぞ。

Pizza’s toppings. Choose your favorite topping with the pizza you prefer.

・アンチョビ

　Anchovy

・ルッコラ

　Rucola

・Wチーズ

　Double cheese

・生ハム

　Prosciutto

スープ　Soup

　Onion gratin soup

　Minestrone soup

　Today’s potage soup

パスタ・リゾット　Pasta/Risotto

乾麺

Dried noodles

　Simple tomato sauce and basil spaghetti

　Carbonara sauce spaghetti with Kamakura bacon

　Meat sauce linguine

　Genovese sauce linguine

生麺

Fresh noodles

　Tagliatelle with porcini mushrooms cream sauce

　Tomato sauce tagliolini with angel prawns and seafood

リゾット

Risotto

　12 cereals blend risotto with grana Padano cheese

　Risotto with mushrooms



19.

20.

21.

マルゲリータ 
（モッツァレラ、バジリコ）

AGIO名物  牛挽肉のピッツァ 
（モッツァレラ、牛挽肉、玉ねぎ）

魚介のピッツァ 
（蟹・海老・イカ・帆立小柱）

¥1,200

¥1,540

¥1,850

〔トマトソースのピッツァ〕

蓮根とバジリコソース、松の実のピッツァ

4種のチーズのピッツァ  ハチミツを添えて
（モッツァレラ、ゴルゴンゾーラ、ペコリーノ、パルミジャーノ）

¥1,400

¥1,700

〔トマトソースを使わないピッツァ〕

22.

23. 

石窯焼きピッツァ Pizza

Wチーズ ￥410

お好きなピッツァにお好みでトッピングをどうぞ。

アンチョビ（1本） ¥100 ルッコラ ￥360 生ハム（1枚） ￥410

27.

28.

29.  

30.

31.  

¥1,100

¥1,440

¥1,500

¥1,620

¥1,950

トマトソースとバジリコのシンプルなスパゲッティ 

鎌倉ベーコンの入ったカルボナーラ スパゲッティ

国産牛100％ ミートソースのスパゲッティ

紅ズワイ蟹のトマトクリームソース フェットチーネ

天使の海老と魚介のトマトソースのタリオリーニ

パスタ・リゾット Pasta/Risotto

※表示価格は税込みです。

〔リゾット〕

十二穀米のリゾット グラナパダーノチーズ風味

トマトとズッキーニ、鎌倉ベーコンのリゾット

32. 

33. 

¥1,100

¥1,500

Simple tomato sauce and basil spaghetti

Carbonara sauce spaghetti with Kamakura bacon

Meat sauce spaghetti

Tomato cream sauce fettuccine with red snow crabs

Tomato sauce tagliolini with angel prawns
and seafood

12 cereals blend risotto with grana Padano cheese

Risotto with tomatoes, zucchini and 
"Kamakura bacon"

Pizza margherita
(mozzarella, basil)

Pizza with beef minced meat and onions 
(mozzarella, beef minced meat, onions)

Seafood pizza
(crabs, shrimps, squid, Japanese scallops)

Onion gratin soup

Minestrone soup

Today’s potage soup

WHITE PIZZA

TOMATO SAUCE PIZZA

¥1,050

¥620

¥620

オニオングラタンスープ

ミネストローネスープ

本日のポタージュ

24.  

25.

26.   

ピザのトッピング
Pizza’s toppings. 

Basil sauce pizza with pine nuts and renkon

４ Cheese pizza with honey (mozzarella,
gorgonzola,pecorino,parmigiano reggiano cheese)

Choose your favorite topping with the pizza you prefer.

Anchovy Rucola Double cheese Prosciutto

Tax included

RISOTTO

〔パスタ〕 PASTA

スープ Soup


