
 

                                                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 

 

 

ARINGHE,  VARIAZIONI SU VERDURE SPONTANEE DI  MONTAGNA  

Herring,  creat ive takes on Sansai  mountain vegetables  

鰊と山菜のヴァリアツィオーニ 

 

 

RAVIOLI  

Raviol i ,  sea-sca l lop,  basi l ,  Hokkaido r icotta cheese,  green peas  

ラヴィオリ  帆立とバジル  北海道リコッタチーズ  グリーンピース 

 

 

ALFONSINO 

Sautéed Kinmedai  snapper,  green asparagus,  Sakura -ebi  cherry b lossom shrimps  

金目鯛のソテー  グリーンアスパラガスと桜エビ 

 

 

AGNELLO 

Roasted New Zealand spring lamb,   

black o l ives,  oregano,  tomatoes,   

rose-shaped f reshly-harvested potatoes ,  Aomori  gar l ic ,  balsamic vinegar  

ニュージーランド産スプリングラムのアッロースト  黒オリーブ 

オレガノとトマト  新じゃがいものローザ  青森県産大蒜とバルサミコ 

 

 

BENVENUTO DELLA PASTICCERIA  

Pre-desser t  

ピッコロドルチェ 

 

 

TIRAMISÙ 

Tiramisu,  strawberry,  grappa,  white balsamic vinegar  

ティラミス 苺とグラッパ  ホワイトバルサミコ 

 

 

CAFFÈ O TÈ,  PICCOLA PASTICCERIA   

Cof fee or  tea ,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶  小菓子 

 

 

 

18,000 

STAGIONE  

四季 

 

 

 
 

STUZZICHINO 

Amuse-bouche  

シェフからのおもてなし 

 

 

CRUDO DI TONNO 

Ise Maguro tuna raw f ish crudo,  Shizuoka Kitayama farm organic  vegetables  

伊勢まぐろのクルード  静岡県北山農園有機野菜のコンポジツィオーネ 

 

 

ASPARAGI BIANCHI E  UOVA 

White asparagus,  Sagamihara egg,  Parmigiano Reggiano,  truf f le  

ホワイトアスパラガスと相模原産有精卵  パルミジャーノ レッジャーノとトリュフ 

 

 

TAGLIOLINI  AL NERO 

Squid ink tag l iol ini ,  Hotaru-ika f i ref ly  squid,  marinara sauce  

イカ墨のタリオリーニ  蛍烏賊とマリナーラ 

 

 

PESCE AMADAI  

Crunchy Amadai  t i l ef ish  uroko-yaki ,  

grey mullet  bottarga,  nanohana greens,  soramame beans,  Mishokan c i trus  

甘鯛の鱗焼き  ボラのカラスミ  菜の花  蚕豆と美生柑 

 

 

MANZO IN CROSTA 

Sautéed Kumamoto Akaushi -wagyu si r loin,  

Fuki  Japanese butterbur bud breadcrumb crust ,  Sansai  mountain  vegetab les  

熊本県産あか牛サーロインのソテー  蕗の薹のクロスタと山菜 

 

 

BENVENUTO DELLA PASTICCERIA  

Pre-desser t  

ピッコロドルチェ 

 

 

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  

Cof fee or  tea ,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶  小菓子 

 

 

 
24,000  


