
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。 

 

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,  apple ,  

gorgonzola,  walnuts  

カステルフランコと林檎のインサラータ 

ゴルゴンゾーラと胡桃 

 

RISOTTO ALLA ZUCCA  

Risotto,  butternut pumpkin,  

Yamanashi  red chicken  

リゾット バターナッツ南瓜と山梨県産名水赤鶏 

 

or または 

 

SPAGHETTI  CON RICCI  DI  MARE 

Art isanal  spaghett i ,   

sea urchin,  tuna bottarga  roe  

スパゲッティ 雲丹とマグロのカラスミ  (+2,530) 

 

***** 

 

CAFFÈ O TÈ,  PICCOLA PASTICCERIA  

Coffee or  tea,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶 

小菓子 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salad,  choice of  pasta,  cof fee or  tea  

5,700  

 

TERRA 

大地 

 

 

STUZZICHINO 

Amuse -  bouche  

シェフからのおもてなし 

 

BONITO SCOTTATO 

Seared bonito ,  

nagaimo yam, autumn eggplant re l ish  

炙り鰹のインサラータ 

長芋と秋茄子のコンディメント 

 

ITOYORI 

Sautéed I toyori  bream,  

makomo wild r ice stem,   

spaghett i  squash garl ic  and oi l ,  anchovy  

糸撚鯛のソテー 真菰筍 錦糸瓜とアンチョビのアーリオオーリオ 

 

or または 

 

AGNELLO BRODETTATO 

Lamb stew,  baby onions,  

Hokkaido ”Inca no Mezame” chestnut potatoes  

仔羊のブロデッタート ペコロスとインカのめざめ 

 

***** 

 

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  

Coffee or  tea,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶   

小菓子 

 

 

 

 

 

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

7,500 



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。 

 

 

NATURALE  

自然 

 

STUZZICHINO 

Amuse –  bouche  

シェフからのおもてなし 

 

SFORMATINO DI  ZUCCA  

Savoury Gunma pumpkin pudding ,  Taleggio cheese fondue,  almond 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  

 

SPAGHETTI  CON SANMA  

Artisanal  spaghett i ,  basi l  pesto,  pine nuts,   

Sanma autumn knife f i sh,  Manganj i  pepper  

スパゲッティ バジルペーストと松の実 秋刀魚と万願寺唐辛子 

 

or または 

 

SPAGHETTI  CON RICCI  DI  MARE  

Artisanal  spaghett i ,  sea urchin,  tuna bottarga  roe  

スパゲッティ 雲丹とマグロのカラスミ  (+1,898) 

 

***** 

 

CODA DI  PASSERA  

Sautéed Same-garei  f lounder,  hakusai  cabbage,  c lam,  sa lted organic  Hiroshima lemon  

鮫鰈のヴァポーレ 白菜と浅利 広島県産有機の塩レモン 

 

FARAONA  

Roasted Yamanashi  Nakamura farm guinea fowl,  lotus root,  taro,  a lmonds  

山梨県産中村農場ホロホロ鶏胸肉のアッロースト 

蓮根と里芋 アーモンド 

 

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  

Coffee or  tea,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶  小菓子 

 

 

Seasonal  tast ing menu,  choice of  pasta  

10,000 


