
 

                                                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。 

 

 

COLTIVARE  

栽培 

 

 

 

STUZZICHINO 

Amuse-bouche  

シェフからのおもてなし 

 

ANATRA AFFUMICATA  

Smoked Ibaraki  Kasumi duck breast ,  

f ig ,  stracc iate l la cheese,  balsamic vinegar  

茨城県産かすみ鴨胸肉のアフミカート 

無花果とストラッチャテッラ バルサミコパウダー 

 

PAPPARDELLE 

Pappardel le ,  Hokkaido Tankaku wagyu ragout  

パッパルデッレ  北海道産短角牛のミートソース 

 

SGOMBRO 

Sautéed Kinka mackerel ,   

butternut pumpkin,  orange,  endive  

金華さばのソテー 

バターナッツ南瓜とオレンジ アンディーブ 

 

MAIALE 

Gri l led Yamagata Hirata farm pork loin,   

burdock root,  Maitake mushrooms  

山形県産平田牧場金華豚のグリリアータ  牛蒡と舞茸 

 

BENVENUTO DELLA PASTICCERIA  

Pre-desser t  

ピッコロドルチェ 

 

TIRAMISÙ 

Tiramisu,  Domori  chocolate,  espresso  

ティラミス ドモーリ社チョコレート 

 

CAFFÈ O TÈ ,  PICCOLA PASTICCERIA   

Cof fee or  tea,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶 小菓子 

 

 

 

18,000 

 

 

 

STAGIONE  

四季 

 

 
STUZZICHINO 

Amuse-bouche  

シェフからのおもてなし 

 

PESCE MARINATO 

Marinated Kampachi  yel lowtai l ,  

turnip salad,  herbs  

勘八のマリナート  蕪とハーブのインサラータ 

 

SFORMATINO DI  ZUCCA 

Savoury Gunma pumpkin pudding,  

Taleggio cheese fondue,  a lmond amarett i  

群馬県産吊るしカボチャのスフォルマティーノ   

タレッジョのフォンドュータ アマレット 

 

RAVIOLI  

Raviol i ,  Aomori  gar l ic ,  Porc ini  mushrooms  

ラヴィオリ 青森県産大蒜  ポルチーニ茸とイタリアンパセリのオイル 

 

AMADAI  

Sautéed Amadai  red t i l ef ish,  scal lop,  celery root  

甘鯛の鱗焼き  帆立と根セロリ 赤玉葱 

 

MANZO ALLA GRIGLIA 

Hitachi  wagyu si r loin ,   

Shizuoka Kitayama farm organic  vegetables  

茨城県産常陸牛サーロイン   

静岡県北山農園の有機野菜 バニェットヴェルデ 

 

BENVENUTO DELLA PASTICCERIA  

Pre-desser t  

ピッコロドルチェ 

 

MONTE BIANCO 

Mont Blanc,  Japanese chestnut,  pear  

和栗と洋梨のモンテビアンコ 

 

CAFFÈ O TÈ,  PICCOLA PASTICCERIA   

Cof fee or  tea ,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶 小菓子 

 

 

24,000 

 

 

 

TARTUFO BIANCO 

白トリュフ 

 

 

LIMITED-EDITION FIVE-COURSE WHITE TRUFFLE MENU 

NOVEMBER 2021 

 

 

CARPACCIO DI  CAVALLO 

Horse carpaccio,  Paris  button mushroom s,  white truf f le  

馬肉のカルパッチョ  

マッシュルームと白トリュフ 

 

RAVIOLONE 

Raviolone,  Sagamihara egg,  r icotta,  spinach,  Amaebi  shrimp,  white truf f le  

ラヴィオローネ  

相模原産有精卵 リコッタと法蓮草 甘海老と白トリュフ 

 

ROMBO 

Steamed Hirame f lounder,  Hokkaido sca l lop,  white wine sauce,  white truf f le  

天然平目と北海道産帆立のヴァッポーレ  

サルサ・ヴィーノビアンコ 白トリュフ 

 

COTELETTE DI  MAIALE 

Yamagata Kinka pork cut let ,  wi ld rocket ,  

Hokkaido chestnut potatoes,  white truf f le  

山形県産平田牧場金華豚のコトレッタ  

セルバチコとインカのめざめ 白トリュフ 

 

TORTA SBRISOLONA 

Torta sbri solona crumb cake,  white truf f le  sherbet  

ズブリゾローナ 白トリュフソルベ 

 

CAFFÈ O TÈ,  PICCOLA PASTICCERIA   

Cof fee or  tea ,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶 小菓子 

 

 

35,000 


