
 

                                                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 

 

 

CARANGO SCOTTATO 

Seared Shima-aj i  str iped jack ,  

Sazae turban shel l ,  basi l ,  Kagabuto cucumber,  edamame soybeans  

縞鯵のスコッタート 

サザエ  バジル  加賀太胡瓜  枝豆 

 

 

TAGLIOLINI  VERDI  

Parsley tag l iol ini ,  Ayu sweetf ish conf i t ,  Gunma Yamako -Kinoko farm mushrooms  

タリオリーニ ヴェルディ 

鮎のコンフィと群馬県やまこきのこ園産茸  イタリアンパセリ 

 

 

PESCE ISAKI  IN PADELLA  

Sautéed Isaki  grunt f ish,  myoga g inger,  salted lemon,  anchovy,  fennel  

伊佐木のソテー 

茗荷と塩レモン アンチョビとフェンネル 

 

 

FARAONA RUSPANTE  

Roasted Yamanashi  Nakamura farm guinea fowl,  young corn in husks  

山梨県中村農場産ホロホロ鶏のアッロースト 

葉付きヤングコーン 

 

 

BENVENUTO DELLA PASTICCERIA  

Pre-desser t  

ピッコロドルチェ 

 

 

TIRAMISÙ CON CIOCCOLATO DOMORI  

Domori  chocolate t i ramisu,  hot espresso poured over i t  

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 

 

CRUDO DI TONNO 

Ise Maguro Chu-toro tuna raw f ish crudo,  eggplant caponata condiment  

伊勢まぐろ中トロのクルード  カポナータ 

 

FRITTO DI  MURENA GIAPPONESE  

Hyogo Hamo pike eel  f r i t ter,  baby romaine let tuce,  balsamic vinegar  

兵庫県産鱧のフリット  ミニロメインレタスとバルサミコ 

 

RAVIOLI  

Raviol i  carbonara,  smoked Japanese Unagi  f reshwater  ee l ,  black pepper & Pecorino Romano cheese  

ラヴィオリ カルボナーラ 

国産鰻のアフミカート  黒胡椒とペコリーノロマーノ 

 

CERNIA & COZZE 

Sautéed Ki j ihata grouper,  makomo wild r ice stem, umibudo sea grapes,  herb-crusted mussels ,  saf f ron 

キジハタのソテー 

真菰筍と海葡萄  ムール貝の香草パン粉焼き  サフラン 

 

LOMBATA DI  MANZO AKAUSHI  

Kumamoto Akaushi  wagyu si r loin,  stuf fed zucchini  f lowers  

熊本県産あか牛サーロイン 

花ズッキーニのリピエノ 

 

BENVENUTO DELLA PASTICCERIA  

Pre-desser t  

ピッコロドルチェ 

 

MERINGATA AL COCCO 

Coconut meringue cake,  banana ge lato,  pineapple,  Ogasawara rum  

ココナッツのメリンガータ  バナナのジェラート  パイナップルと小笠原ラム 

 

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  


