
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 

 

 

 

CARPACCIO DI  DENTICE 

Sakuradai  red sea bream carpaccio,  

apple,  spring cabbage,  anchovy  

桜鯛のカルパッチョ 

林檎と春キャベツ アンチョビ 

 

 

 

RISOTTO ALL’AMATRICIANA  

Risotto Amatric iana,  

stuf fed newly-harvested onion,  

Pecorino Romano cheese  

リゾット アマトリチャーナ 

新玉葱のリピエノ  ペコリーノロマーノ 

 

 

 

CAFFÈ O TÈ ,  PICCOLA PASTICCERIA  

Coffee or  tea,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶 小菓子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

CARPACCIO DI  DENTICE 

Sakuradai  red sea bream carpaccio,  

apple,  spring cabbage,  anchovy  

桜鯛のカルパッチョ 

林檎と春キャベツ  アンチョビ 

 

 

MINESTRONE MARE E ORTO 

Sautéed I toyori  bream,  

c lam,  spring vegetables,  

I tal i an parsley minestrone  

糸撚鯛のソテー 

浅利と春野菜  イタリアンパセリのミネストローネ 

 

or  または 

 

POLLO IN FRICASSEA 

Yamanashi  Kai j i  Shamo chicken  f r icassea,  

celery root,  snap-endo peas,  ol ive vinegar  

山梨県産甲斐路軍鶏のフリカッセア 

根セロリとスナップエンドウ オリーブ de 酢 

 

***** 

 

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 

 

SFORMATO  

Hamaguri  c lam savoury f lan served warm,  

asparagus vel lutata  soup 

蛤のスフォルマート  アスパラガスのヴェルタータ 

 

TAGLIATELLE  

Hokkaido organic  whole-wheat f lour  Tagl i ate l le ,   

Hokkaido Yezo-shika venison ragù,  Ainu-negi  A lpine leek  

北海道産オーガニック全粒粉のタリアテッレ 

蝦夷鹿のラグーとアイヌネギ 

 

MACCARELLO REALE  

Sautéed Sawara mackere l ,   

Shin-gobo new-harvest  burdock root ,  

Gunma Yamako-Kinoko farm mushroom medley  

鰆のソテー 

新牛蒡と群馬県やまこきのこ園産茸のトリフォラーティ 

 

COTOLETTA DI  VITELLO  

Veal  loin cutlet ,  

rocket  l eaves,  Parmigiano Reggiano  

仔牛ロースのコトレッタ 

セルバチコとパルミジャーノ レッジャーノ 

 

TORTA ALLE NOCCIOLE 

Hazelnut cake,  Amanatsu c i trus,  Vin Santo sherbet  

トルタディノッチョーレ  甘夏  ヴィンサントのソルベ 

 

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  

10,000 


