
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 

 

 

VITELLO TONNATO 

Chi l led sl iced veal ,  tuna sauce,  

Yamanashi  rocket  l eaf  & herb salad,  

black o l ives,  capers  

ヴィテッロ トンナート 

山梨県産契約農園のルッコラとハーブのインサラータ 

黒オリーブとケッパー 

 

 

SPAGHETTINI  FREDDI  

Chi l led spaghett ini ,  

I se Maguro tuna,  paprika,  tomato  

冷製スパゲッティーニ 

伊勢まぐろ  パプリカとトマト 

 

 

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,  pasta,  cof fee or  tea  

6,500 

TERRA 

大地 

 

 

STUZZICHINO 

Amuse-bouche  

シェフからのおもてなし 

 

VITELLO TONNATO  

Chil led sl iced veal ,  tuna sauce,  

Yamanashi  rocket  l eaf  & herb salad,  

black o l ives,  capers  

ヴィテッロ トンナート 

山梨県産契約農園のルッコラとハーブのインサラータ 

黒オリーブとケッパー 

 

***** 

 

PESCE ISAKI  IN PADELLA  

Sautéed Isaki  grunt f ish,  myoga g inger,  

sal ted lemon,  anchovy,  f ennel  

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 

 

or または 

 

MAIALE 

Hokkaido Dorobuta f ree - range pork shoulder,  

Provolone cheese,  housemade pancetta bacon,  

eggplant,  tomato  

北海道十勝産どろぶた肩ロースのグリリアータ 

プロヴォローネと自家製パンチェッタ  ナスとトマト 

 

***** 

 

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 

 

 

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

8,000



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 

 

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 

 

TAGLIATELLE  

Hokkaido organic  f lour tag l iatel le ,  Hokkaido Tankaku wagyu beef  ragù  

北海道産オーガニック小麦のタリアテッレ 

北海道産短角牛のミートソース 

 

FRITTO DI  MURENA GIAPPONESE  

Hyogo Hamo pike eel  f r i t ter ,  baby romaine lettuce,  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 

 

MAIALE 

Hokkaido Dorobuta f ree - range pork shoulder,   

Provolone cheese,  housemade pancetta bacon,  eggplant,  tomato  

北海道十勝産どろぶた肩ロースのグリリアータ 

プロヴォローネと自家製パンチェッタ  ナスとトマト 

 

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  

Coffee or  tea,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶  小菓子 

 

 

 

Seasonal  tast ing menu  

11,000 


