
 

 

 

 

 

 

 

 

Dinner 

Autumn 2022 

ディナーコース 

 

 

 



 

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。 

COLTIVARE  

栽培 

 

 

PALAMITA IN SALSA TONNATA  

Seared bonito,  tuna sauce,  beet root & red onion,  black ol ives,  capers  

炙り鰹のトンナート 

ビーツと赤玉葱  黒オリーブとケッパー 

 

CAVATELLI  

Shel l -shaped cavatel l i  short  pasta,  porc ini  mushroom ragù,  

smoked cured ham,  Parmigiano Reggiano 

カヴァテッリ  

ポルチーニ茸のラグーとスペック  パルミジャーノレッジャーノ 

 

PESCE AMADAI  

Crunchy Amadai  t i lef i sh  uroko-yaki ,  

mussels ,  basi l ,  makomo wild r ice stem,  eggplant,  marinara sauce  

甘鯛の鱗焼き 

ムール貝とバジリコ  真菰筍と茄子  サルサマリナーラ 

 

MAIALE IN DOLCEFORTE 

Hokkaido Dorobuta f ree - range pork shoulder,  

“dolce- forte”  strong sweet sauce,  Shizuoka Kitayama farm organic  vegetables  

北海道十勝産どろぶた肩ロースのドルチェフォルテ 

静岡県北山農園の有機野菜 

 

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



 

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。 

STAGIONE  

四季 

 

ANATRA AFFUMICATA  

Yamanashi  farm herb salad,  smoked Kasumi duck  breast ,  

Parmigiano Reggiano,  a lmond,  f ig  vinaigrette  

山梨県産 契約農園のハーブのインサラータ  かすみ鴨胸肉のアフミカート  

パルミジャーノレジャーノとアーモンド  無花果のヴィネグレット 
 

SEPPIA 

Sautéed Aori - ika squid & sea-scal lop,  eggplant,  couscous,  squid ragù  

アオリ烏賊と帆立のソテー  茄子とクスクス  烏賊のラグー 
 

SPAGHETTI  

Spaghett i ,  Ama-ebi  shrimp,  bottarga,  butternut pumpkin,  

Mie “Tiger  tai l ”  green chi l l i ,  I tal i an parsley,  Goto I s lands '  f i sh sauce  

スパゲッティ  甘海老と唐墨   

バターナッツ南瓜  三重県産虎の尾青唐辛子とイタリアンパセリ  五島の醤 
 

PESCATO DEL GIORNO DAL MARE DI  GOTO 

Freshest  catch of  the day of f  Goto 's  seas,  

g ingko nuts,  Jerusa lem art ichoke,  c lams & Yamako-Kinoko farm mushrooms 

本日の五島列島の鮮魚  銀杏と菊芋  浅利と群馬県産やまこきのこのマーレエモンテ 
 

MANZO AKAUSHI  

Kumamoto Akaushi -wagyu si r loin,  truf f le  crust ,  

creat ive takes on Kanesaka lotus root  

熊本県産あか牛サーロイン 

トリュフのクロスタと金坂蓮魂のヴァリアッツィオーネ 
 

CASSATA ALLA CASTAGNA,  GELATO AL MELOGRANO  

Chestnut cassata cake,  nuts,  pomegranate ge lato  

栗とナッツのカッサータ  ザクロのジェラート 
 

CAFFÈ O TÈ,  PICCOLA PASTICCERIA  

Cof fee or  tea ,  sweet bi tes  

コーヒー または 紅茶  小菓子 

 

24,000  


