
 

        All prices are in Japanese Yen, inclusive of 15% service charge and 10% consumption tax.                                                                                                           All prices are in Japanese Yen, inclusive of 15% service charge and 10% consumption tax 

上記日本円での表示価格には、サービス料 15％と消費税 10％が含まれております。                                                                                                                             上記日本円での表示価格には、サービス料 15％と消費税 10％が含まれております。 

 

 

RACCOLTA 

収穫 

 

 

STUZZICHINO 

Amuse-bouche  

シェフからのおもてなし 

 

 

INSALATA DI  CASTELFRANCO 

Castel f ranco sa lad,  f ig ,  

gorgonzola,  walnuts  

カステルフランコと無花果のインサラータ 

ゴルゴンゾーラと胡桃 

 

 

SPAGHETTI  AL RAGÙ DI  MANZO 

Past i f ic io Setaro ar t isanal  spaghett i ,  

Hokkaido Tankaku wagyu beef  ragout  

スパゲッティ 北海道産短角牛のミートソース 

 

 

PICCOLA PASTICCERIA  

Sweet bi tes  

小菓子 

 

 

CAFFÈ O TÈ 

Cof fee or  tea  

コーヒー または 紅茶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salad,  pasta ,  cof fee or  tea  

5,700 

 

 

TERRA 

大地 

 

 

STUZZICHINO  

Amuse-bouche  

シェフからのおもてなし 

 

INSALATA DI  POLPO 

Hokkaido octopus  sa lad,  potato,  

black o l ive ,  st r ing beans  

北海道産水蛸のインサラータ 

ジャガイモと黒オリーブ 隠元 

 

***** 

 

BRANZINO 

Sautéed sea bass,  

spaghett i  squash pescatora  

鱸のソテー 錦糸瓜のペスカトーレ 

 

or または 

 
PEPERONE RIPIENO 

Stuf fed bel l  pepper,  

minced wagyu beef,  tomato fonduta sauce  

パプリカ 和牛挽肉のリピエノ 

トマトのフォンデュータ 

 

***** 

 

TIRAMISÙ 

Tiramisu,  Domori  chocolate,  espresso  

ティラミス ドモーリ社チョコレート 

 

PICCOLA PASTICCERIA  

Sweet bi tes  

小菓子 

 

CAFFÈ O TÈ 

Cof fee or  tea  

コーヒー または 紅茶 

 

 

Star ter,  f i sh or meat,  dessert ,  cof fee or  tea  

7,500 

 

 

NATURALE 

自然 

 

 

STUZZICHINO  

Amuse-bouche  

シェフからのおもてなし 

 

SOPPRESSATA 

Yamanashi  red chicken soppressata ter r ine,  

white l iver  pesto ,  sweet and sour myoga g inger agrodolce  

山梨県産八ヶ岳名水赤鶏と夏野菜のソプレッサータ 

白レバーペーストと茗荷のアグロドルチェ 

 

CAVATELLI  

Cavatel l i  pasta shel l s ,  mussel ,  cac io e pepe  

カヴァテッリ ムール貝のカチョ エ ぺぺ 

 

CONFIT 

Ayu sweetf i sh conf i t ,  onion,  white balsamic vinegar,  pine nut,  rai sin  

鮎のコンフィ 玉葱とホワイトバルサミコ 松の実とレーズン 

 

MAIALE 

Yamagata Hirata farm pork loin,   

amatric iana sauce,  homemade pancetta,  eggplant,  mozzare l la cream  

山形県産平田牧場三元豚ロースのグリリアータ 

茄子と自家製パンチェッタのアマトリチャーナ モッツァレラのクレマ 

 

PANNA COTTA AL COCCO 

Coconut panna cot ta,  Japanese passion f ruit ,  pineapple sherbet  

ココナッツのパンナコッタ 

国産パッションフルーツ パイナップルのソルベ 

 

PICCOLA PASTICCERIA  

Sweet bi tes  

小菓子 

 

CAFFÈ O TÈ 

Cof fee or  tea  

コーヒー または 紅茶 

 

 

Seasonal  tast ing menu 

10,000 


