
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunch 

Autumn 2022 

ランチコース 

 

 

 

 



 

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。 

RACCOLTA 

収穫 

 

 

STUZZICHINO 

Amuse-bouche  

シェフからのおもてなし 

 

CARPACCIO DI  RICCIOLA 

Kampachi  yel lowtai l  & turnip carpaccio,  

rainbow tomatoes,  shal lot ,  

Mie “Tiger  tai l ”  green chi l l i ,  

Tokushima organic  yuzu dressing  

勘八と蕪のカルパッチョ 

カラフルトマトとエシャロット  三重県産虎の尾青唐辛子と 

徳島県産有機柚子のドレッシング 

 

RISOTTO 

Risotto,  tomato,  buf falo mozzarel la DOP ,  

eggplant,  Hokkaido Tankaku wagyu beef  ragù  

リゾット 

トマトと水牛モッツアレラ DOP  茄子と北海道産短角牛のラグー 

 

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,  seasonal  r i sot to ,  cof fee or  tea  

6,500 



 

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。 

TERRA 
大地 

 
STUZZICHINO 

Amuse-bouche  

シェフからのおもてなし 

 

CARPACCIO DI  RICCIOLA 

Kampachi  yel lowtai l  & turnip carpaccio,  rainbow tomatoes,  

shal lot ,  Mie “Tiger  tai l ”  green chi l l i ,  Tokushima organic  yuzu dressing  

勘八と蕪のカルパッチョ 

カラフルトマトとエシャロット   三重県産虎の尾青唐辛子と  徳島県産有機柚子のドレッシング 

 

*****  

 

MACCARELLO REALE 

Sautéed Sawara mackere l ,  g ingko nuts,  Jerusalem art ichoke,  

c lams & Yamako -Kinoko farm mushrooms  

鰆のソテー  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 

 

or または 

 

INVOLTINI  DI  POLLO 

Yamanashi  Meisui -aka red chicken  rol l s ,  Goto I s lands '  lemongrass,  

gobo root,  pumpkin,  Hokkaido r icotta cheese,  haze lnuts  

山梨県産名水赤鶏と五島産レモングラスのインヴォルティーニ 

牛蒡と南瓜  北海道産リコッタとヘーゼルナッツ 

 

*****  

 

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 

 

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 

 

GNOCCHI 

Goto Is lands '  sweet  potato gnocchi ,  

gorgonzola,  kinj iso purple spinach,  balsamic vinegar  

五島ごと芋のニョッキ  ゴルゴンゾーラ  金時草とバルサミコ 

 

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 

 

INVOLTINI  DI  POLLO 

Yamanashi  Meisui -aka red chicken  ro l ls ,  

Goto I s lands '  l emongrass,  gobo root,  pumpkin,   

Hokkaido r icotta cheese,  haze lnuts  

山梨県産名水赤鶏と五島産レモングラスのインヴォルティーニ 

牛蒡と南瓜  北海道産リコッタとヘーゼルナッツ 

 

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 

 

 

Seasonal  tast ing menu  

11,000  


